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会計制度委員長

近藤

告

日本公認会計士協会兵庫会

報

第264回企業財務研究会報告
雅治

寄

ぼすことが想定され、また、我が国の会計慣行とし

おいて第264回企業財務研究会が開催されましたの

て一般的に行われてきた会計処理と異なる処理とな

で、ご報告させていただきます。研究発表に先立ち、

る可能性があります。

出席者は以下の通りです。
（財務局）木村

理財部次長

他11名

基準等の適用による影響が大きいと考えられる項目

俊行

会

長

他 8名

の中から、「有償支給取引」「金型取引」「変動対

（近畿会）髙田

篤

会

長

他 6名

価」「本人・代理人」の4テーマを選定し、当該項

（京滋会）岩淵

貴史

副

長

他 3名

目に関する現行実務における取扱い例、会計基準等

（兵庫会）林

孝

上記を踏まえて、冒頭で会計基準の基本となる原
則（5ステップ）等について概要解説を行い、会計

会

今回の担当は兵庫会であり、「収益認識に関する

を実施することで、有用な情報を得られると考えた

会計基準についての考察」をテーマとして取り上

ため、これらのテーマについて考察を行いました。

地区会

の解説、IFRS任意適用会社等の開示事例の分析等

定例役員会

林兵庫会会長から開会のご挨拶をいただきました。

稿

2018年9月7日（金）10:00〜12:00に近畿財務局に

げ、以下の監査委員会・会計制度委員会のメンバー
（主な論点）

監

１．有償支給取引

査

担

当：北本副会長

監 査 委 員 会：三井委員長、海野副委員長
髙橋委員、岡村委員、齊藤委員
会計制度委員会：近藤委員長、長森委員、渡部委員

厚生部

9名により研究を行い、その結果を発表しました。

（支給元）
財務諸表作成者における買戻し義務の有無の
実質判断と監査人によるその判断の合理性の検
討において、契約書等文書による合意が存在し
ないケースや、契約書は存在するものの買戻し

括的な会計基準は開発されていませんでしたが、国

義務等が明記されていないケース等で見解が対

際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準

立する懸念がある。
また、支給元で支給品に対する消滅を認識し

的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客と

ない場合、支給品が物理的には支給先に移転し

の契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第

て支給先で在庫管理が行われている状況下で、

15号、FASBにおいてはTopic 606）を公表したこ

支給元での支給品に関する期末棚卸資産の把握

とを踏まえ、企業会計基準委員会（ASBJ）は、

について、在庫証明の入手等の追加の対応が必

2015年3月にIFRS第15号を踏まえた我が国におけ

要となる。
（支給先）

た検討に着手することを決定し、その後の意見募集

支給元から有償支給を受けた支給品につい

等を経て、2018年3月に企業会計基準第29号「収

て、支配の移転があったとして棚卸資産を認識

益認識に関する会計基準」（以下、「会計基準」と

するか否か。
また、支給品を製造・加工した後に支給元へ

識に関する会計基準の適用指針」（以下、「適用指

納入する際の収益認識について、支給品部分を

針」という。）を公表しています。

含めた総額とするか、支給先にとっての履行義
務は製造サービスであるとして増価部分のみの
純額とするか、また一方で、「支給元」が「支

用により、収益の認識や計上額等に大きな影響を及

給先」にとって顧客に該当するか否か、さらに
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収益は、企業の経営成績を表示するうえで重要な
財務情報になりますが、会計基準及び適用指針の適

会員異動

いう。）及び企業会計基準適用指針第30号「収益認

ＣＰＥ研修会

る収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向け

会長活動報告

審議会（FASB）が共同して収益認識に関する包括

ご案内

我が国においては、これまで収益認識に関する包

特
集

顧客に該当する場合は支給品の受入対価が「顧

４．本人・代理人
本人と代理人の区分について、IAS第18号と

客に対して支払われる対価」に該当するか否か
報

IFRS第15号では、「リスク及び経済価値に対す

という論点が想定される。

告

るエクスポージャーを有しているかどうか」

２．金型取引

（IAS第18号）か「顧客に移転する前に、その財

金型を用いて製造したものの供給契約を含

寄
稿

め、契約先との関係からさまざまなパターンの

又はサービスを支配しているかどうか」（IFRS

金型取引があると考えられるが、契約先との実

第15号）の考え方の違いがあることから、特

質的な契約・取引内容を把握し、契約の識別

に、卸売業（商社等）では開示される収益及び原

（金型契約と共有契約の契約の結合の要否）、

価の金額が大きく変動する可能性がある。

定例役員会

履行義務の識別、履行義務の充足による収益認

なお、今回の研究発表は限られた開示情報等から

識（履行義務は一定の期間にわたり充足される

の考察となっており、上記以外にも論点はあると考

のか、一時点で充足されるのか）に特に留意し

えられ、会計基準等の適用までにさらに議論を深め

て会計処理を検討する必要がある。

ていく必要があると考えられます。

３．変動対価

地区会

現行の実務では、当初の売上は契約金額で計

兵庫会からの研究発表終了後、近畿財務局統括証

上し、その後発生する値引きは確定時に処理す

券監査官より「開示行政における最近の動向」とい

ることが多いと考えられるが、会計基準等の適

うことで、「金融審議会ディスクロージャーワーキ

用後は、過去の実績等から値引きが見込まれる

ング・グループ報告−資本市場における好循環の実

場合には、当初の売上計上時点で値引きを考慮

現に向けて−（2018年６月28日）」等に基づく説

しておく必要がある。また、このような値引き

明がありました。

を含む変動対価に基づく金額で取引先に対して

厚生部

売上債権の請求を行った場合、取引先が認識し

最後に、通常業務が忙しい中、企業財務研究会の

ている債務金額と異なることが想定されること

発表のため、日々ご準備・サポートいただきました

から、システム対応を含めた業務・決算プロセ

監査委員会・会計制度委員会のメンバーの皆様並び

スの構築が必要となる可能性がある。

に事務局の皆様に厚く御礼申し上げます。

ご案内
会長活動報告

2019年（平成31年）新年賀詞交歓会
近畿会の新年賀詞交歓会は、下記の通り実施いたします。

ＣＰＥ研修会

■日時 2019年1月9日（水）18:00〜20:00
■場所 ザ・リッツ・カールトン大阪 2階「ザ・グランド・ボールルーム」
■会費 無料
アトラクションとして、ダンスパフォーマンス
「MDP MASAKI&THE MJ CREW」によるステージを
予定しております。

会員異動

多数のご参加をお待ちしております。

事務局だより
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女性会計士委員会 7.6%のLGBTセミナー
〜人の数だけ性がある〜
桂川

恵利子

企業の発展への助言・指導のためにもLGBTへの理解
を進めるべきであるともご説明いただきました。

２．基調講演②綾瀬しゅう氏【トランスジェンダー】
男性の体で生を受けましたが、幼少時代から体と
心の性別に違和感を感じ、高校生の時に観たテレビ

ではなく、さまざまな性の形の一つにすぎません。

ドラマをきっかけに岡山大学病院ジェンダークリ

女性会計士委員会では、この度、LGBTの当事者で

ニックへ受診を開始しました。その後、2003年に

ある2名を講師にお招きしました。皆様が感じている

家庭裁判所の許可を得て戸籍上女性名に変更し、

率直な疑問にお答えし、LGBTが特別な存在ではな

2007年には岡山大学病院にて性別適合手術を受

く、「個性」は違えど、みな平等に持っているという

け、戸籍上の性別も女性になりました。現在も公私

ことを感じていただけるセミナーとなりました。

ともに女性として生活を送っています。綾瀬さんは

１．基調講演①渡辺勇教氏【ゲイ】

場での受け入れについてどのような過程を経てきた

2007年会計士試験に合格し、同年に有限責任監

かをお話ししてくださいました。服装、トイレ、制

査法人トーマツに入所しました。その後、2014年

服、健康診断、業務内容等、抱えるハードルにはさ

自身の体験を元に、学校での受け入れや、企業・職

グッド・エイジング・エールズに所属するととも

地点であるとおっしゃられました。

ご案内

まざまなものがありますが、「お互い何の意識も隔
たりもなく一緒に仕事ができること」が最終的な着

に、同NPO法人と複数企業による任意団体であり、
企業とLGBTをテーマにした「work with Pride」

３．講演者によるパネルディスカッション

へ関与されています。

参加者の方からも多くの事前質問を頂き、全てパ
ました。いくつかご紹介させていただきます。

ランスジェンダー）の頭文字をとったものですが、

①就職活動、社会に出て困ったこと
渡辺氏：彼女の話を聞かれたり、結婚しないのか

さらに多くのタイプに分かれます。それは、①カラ

という質問が面倒くさかったです。またキャバ

ダの性（身体的性）、②ココロの性（性自認）、③

クラのようなお店に連れて行かれたときも苦痛

スキになる性（性的志向）、④アピールする性（性

でした。

表現）の4つの指標による組み合わせであり、セク

綾瀬氏：保険証の性別欄、健康診断、病院の受

シュアリティ（性）はグラデーションであるからで

診、旅行先でのお風呂等、男女がはっきり分か

す。2017年の朝日新聞による調査では、同性婚へ

れて扱われる場面が苦痛でした。

の賛成・反対は全体では半々ですが、若い世代程賛

ＣＰＥ研修会

渡辺さんによると、実際には当該4つの分類よりも

会長活動報告

ネルディスカッションに含めてお話させていただき

Bisexual（バイセクシュアル)、Transgender（ト

厚生部

に同社を退職し、公認会計士・税理士事務所を設
立・運営しています。また、2015年よりNPO法人

LGBTとはLesbian（レズビアン)、Gay（ゲイ)、

地区会

査）。この割合は左利きの人や血液型がAB型の人と
同程度の割合なのです。LGBTは決して珍しいこと

定例役員会

どう理解したらいい？」
人口全体に対するLGBTの割合は7.6％（電通調

稿

「もし身近にLGBTの方がいたらどう接したらい
い？どう関わったらいい？どう受け止めたらいい？

委員

寄

女性会計士委員会

②周りの人たちが気づかずしてしまっている質問/
発言

います。現在では企業がLGBT施策にも力を入れてい

渡辺氏：彼女がいるの？結婚しないの？LGBTは

て、work with Peideが提案するLGBTに関する企

治るの？ホモ、オカマは嫌、男らしく/女らし
く宴会等での女装、オネエは気持ち悪い、等み
なさんが悪気なく発言していることでも当事者

が企業に置かれている状況・状態を的確に理解し、

にとっては嫌な気分になることもあります。

17773
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業等の取り組みの評価指標「PRIDE指標」では、
多くの企業がGoldを獲得しています。公認会計士

会員異動

成派が多く、高齢層になるにつれ反対派が多くなって

特
集

綾瀬氏：（トランスジェンダー（MTF）の立場

いうことを常に意識しています。

報
告

としては）性別適合手術を行ったことに対し

④最後に、本日ご参加いただいた皆様へのメッセージ

て、親からもらった体にメスを入れることに対

渡辺氏：LGBTの人々が求めていることは、特別

して罪悪感はないのか？結婚したいと思わない

な権利がほしいわけではありません。多くの人

寄

の？子供は欲しくないの？といった、質問や、

が持っている同等な権利がほしいだけです。誰

（性別適合手術ではなく）性転換手術という言

もが生きやすい社会へと日本が変化を遂げるた

葉、声低いですね、手足大きいですね、等、

めにもぜひ皆さんの理解のほどよろしくお願い

「あなたは元男性ですよね」というニュアンス

いたします。

稿

を含んだ発言に傷ついたりすることもあります。

また、会計士である皆さんは、企業へ助言・
指導する立場でもあります。皆さんがクライア
ントに対し、グローバル化に向けて、また働き
やすい社会や企業の実現の一つに「LGBT」と

定例役員会

いうものがあることをぜひ一声かけていただけ
ますと幸いです。
綾瀬氏：LGBTのセミナーを行って、いつも思う
こと、LGBTの問題を考えるということは、当

地区会

③公にカミングアウトすることで、自分の知らない

事者・非当事者関係なく、自分が自分らしく生

ところで噂されることを危惧して、躊躇したり、

きるとは何か、みんなが生きやすい社会とは何

思いとどまったりしてしまう恐怖心をどう克服さ

か、を考え実行していくことだと思います。

れていますか。

LGBTは決して特別な存在ではありません。
LGBT、そして非当事者の方々一人一人「性の

と思います。することがすべてではないです。

４つの指標」が少しずつ違います。あえて

ただ、僕はカミングアウトをして過ごすことが

LGBTという言葉を使わなくても、それぞれの

快適です。噂も特段恐れません。理由は、悪い

違い、個性を認め合える社会が実現することを

ことをしていないから。人として人を愛するこ

願ってやみません。

厚生部

渡辺氏：まず、公にするも自由、しないも自由だ

とに誇りがあるので、それを示したいです。

今日、この場にみなさんがわざわざ足を運ん

また、次に生まれてくるLGBTの人たちの社

でくださり、本当に嬉しいです。新しい社会の

会が少しでもよくなればという思いもあったこ

感覚を身につけた人々が、社会の先端を歩いて

ご案内

とや、独立＋カミングアウトで生活をしていく

います。そこから少しずつ浸透し、社会が変

ことができたときに怖くなくなりました。

わっていくのではないでしょうか。今日来てく

綾瀬氏：まず前提として、カミングアウトは必ずし

ださったみなさんは、これから、もしくはすで

も「しなければならない」ものではないと考えて

に先端を歩いてくださっている方々だと確信し

会長活動報告

います。カミングアウトをすることへのリスクや

ています。特別なことをしなくても、その新し

不安よりもカミングアウトしないことへのリスク

い感覚で人々と関わってくださるだけで結構で

や状況、タイミングに追い込まれた時に行うもの

す。みんなが生きやすい社会を、一緒に実現し

だと思います。私の場合は、（専門学校の時にカ

ましょう！本日はお越しくださり、本当にあり

ミングアウトした経験より）カミングアウトせず

がとうございました。

ＣＰＥ研修会

好き勝手に噂されるよりも、同じ噂をされるなら
カミングアウトして情報を提供したうえで噂され
るほうが有益だと判断しました。

会員異動
事務局だより
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いかがでしたでしょうか。冒頭のLGBTに関する
さまざまな疑問に私がぶつかったのは、高校の時に

カミングアウトをすると実際問題、それを理由

今回の講師の一人でもある綾瀬さんに性同一性障害

に離れていく人もいますが、逆にそれでも離れて

であることをカミングアウトされた時でした。ずっ

いかない人とはより深い関係を築くことができま

とLGBTについて、いつかみなさんに知ってもらう

す。性的マイノリティについて100％の方々に理

機会を提供したいと考えていたので、今回のセミ

解を示してもらおうという考え方をやめた方がい

ナーを実現することができ、大変嬉しく思います。

いです。理解を示さない人は必ず存在するし、そ

お話しいただいた講師の方、女性会計士委員会の皆

の人々が悪いわけではありません。「理解を示

様、そしてこのセミナーにご参加いただいた皆様、

す」ということと「存在を認める」ことは違うと

本当にありがとうございました。
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藤枝

告

会員業務推進部

報

会員業務推進部 研修会実施報告
政雄

寄

時：2018年9月18日(火)

15:00〜17:00

■会

場：日本公認会計士協会近畿会

研修室

■テーマ：企業の管理職及び会計士出身の監査役に
〜何かおかしい、と思ったら声を上げる
師：石田

正

氏

②組織内で法律違反や不正を行わせないために、内
部統制システムを構築し運用する。
③これらの牽制機能が健全に働くためのプラット
フォームの整備をする。

べきです〜
■講

者を監視(モニタリング)する機能を持たせる。

(公認会計士)

このコーポレートガバナンス、すなわち業務の執
行と監視が均衡して機能するためには、

協会主任研究委員

・組織内に自浄能力が存在するか
・組織運営の透明性が確保できているか

近畿会会員業務推進部では、公認会計士が社外役
員（取締役・監査役等）として、さらに社会の信頼

・経理・財務部門が経営のモニタリング機能をはた
しているか
・組織の中にヤジロベーもしくはジャイロコンパス
のような制度が組み込まれているか

ての資質の向上、社外役員就任機会の拡大等に向け

これら上記の復元力がないと、歯止めが効かず後

厚生部

に応えていけるように、公認会計士の社外役員とし
た各種の施策を進めております。

地区会

カルビー株式会社 常勤監査役/日本CFO

１. はじめに

定例役員会

求められるものは？

①社外取締役（取締役会）に業務執行者である経営

稿

■日

戻りができなくなり、会社が倒産の危機に瀕する恐

最近、代表取締役の解任、企業不祥事の発生やＭ＆

れもあります。制度設計自体は難しくなく、運用も

Ａなど経営判断の難しい問題が多発する中で、社外役

経営トップがちゃんとしていればそれなりに動きま
す。それでも事件(不祥事)は起きます。何故ならば
人間によって運営されているからです。行き着くと
ころは、結局、企業文化によるのではないか。規律

役である公認会計士の石田正氏によるご講演、その

を求める継続的な教育が必要(Indoctrination)と説

後は会員と事業会社の管理担当役員の方を交えて、

かれます。

グループディスカッション形式での意見交換会を開

そのうえで、現在、常勤監査役に就任されてい

催致しました。社外取締役の監視機能と監査役の監

らっしゃるカルビー株式会社を例にして、ガバナン

査機能の境界線が不明確な今日、日本企業のガバナ

ス体制を具体的に解説いただきました。

会長活動報告

今回のセミナーでは、カルビー株式会社常勤監査

ご案内

員として十分な役割を果たすために、その際の対応に
ついて、日頃から意識しておく必要があります。

ンスと監査機能はどうあるべきか、お飾りの社外取
ＣＰＥ研修会

締役であったり、監査役が閑散役と揶揄されたりし
ないためにも、会社のガバナンス機能の現状を題材
にして問題提起をし、将来の方向性について、本音
でお話いただきました。

２. 研修概要
た。コーポレートガバナンスは、企業がきちんと経

３. ディスカッション

営(業務執行)されているかどうかを監視するシステ

研修の後半では、参加者を4〜5人のグループに分

ムであり、具体的なポイントは以下のとおりです。

け、講師から提起された課題についてディスカッ
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会員異動

研修の前半は、講師の石田氏によるご講演でし

特
集

ションを行いました。今回の研修では、一般事業会

対応していく必要があるでしょう。

社からご参加いただいた管理担当役員の方々もい

一方、企業から見ると違う景色が見えてきます。経

報

らっしゃることから、どこまでの発言をされるか若

営者は将来起こるリスクや企業を取り巻く環境変化に

告

干不安なところがありましたが、実際には各テーブ

素早く対応し、先手を打って行かねばなりません。企

ル活発に意見が出され、議論がなされました。以下

業が経理・財務の専門家に求めるのは過去の財務数値

は提起された課題です。

に基づく判断だけではないのです。事業の現在地の確

課題−１）コーポレートガバナンス制度設計の比較

認はもとより、将来起こるかもしれないリスクを把握
し、適切に対処していく必要があります。

寄

検討

稿

（課題）三つの方式のうちどれが日本の企業文化

こういった環境下で監査役に求められるのは経営

定例役員会

になじむか？

者が行おうとしていることを客観的に捉え、方向性

監査等委員会設置会社が増加傾向にある

が間違っていないか、中長期的な観点から整合性は

がその位置づけについて考えよ

あるのか検証し、注意喚起をしていくことです。

課題−２）会社法上の内部統制について

自分は経理・財務部門の出身であるからとか、公

（課題）いわゆる会社法が規定する業務の適正を

認会計士だから財務数値以外は関与すべきではない

確保するために監査役はどのように対処

し、監査役は業務執行に関与できないという理由で

すべきか？

限られた分野に身を置き、出口で待ちかまえている

地区会

特にリスクマネジメント、コンプライア

だけでは責任の3分の1も果たしていないのではない

ンスに関連する内部統制の整備について

でしょうか。

どのように考えるか？
課題−３）会計監査人の評価について
（課題）特に会計監査人の評価について実務的な観

重要なことは皆さんが専門分野で培った多様な経
験と財務諸表を読む力を生かし、将来重要な影響を
与えるかもしれないリスクを小さな芽のうちに見つ

厚生部

点からどのような手続きを取るべきか？

け出し、業務執行サイドへ積極的に提言していくこ

また監査報酬の決定は経営執行サイドに

とです。間違いを恐れ、問題が発生するまで待って

付与されており、この分離状態をどのよ

いては取り返しのつかないことになります。

うに考えるか？
課題−４）決算期及び会計基準の統一について

何かおかしいと思ったら積極的に声を上げるべき
です。

（課題）会計及び監査上の問題について具体的に
ご案内

ポイントアウトし、その対処方法につい

５. 最後に

て検討せよ

今回のセミナーは6月18日(月)に予定しておりま
したが、大阪府北部地震発生により延期となり、改

４. まとめ

めて日程をいただき開催いたしました。講師の石田

会長活動報告

今回の研修では、現在社外役員に就任されている
公認会計士及び近い将来社外役員を目指されている
公認会計士の方々へ向けて、いくつかの会社の役員
（CFO及び監査役）をされた石田氏ご自身の経験も
踏まえて、監査役としてどのような立ち位置でいる

ＣＰＥ研修会

べきかを示していただきました。お許しを得て、資
料のメッセージを記載いたします。
社外役員に対する責任と期待は以前とは大きく変
わっています。監査役を例にとれば、そのポジショ

会員異動

ンは経理・財務部門の役員や監査法人出身の会計士
のLast Resortであった時代が長く続きましたが、こ
こ10年近くの間に会社法改正、企業統治制度の多様
化等、外部環境は大きく変わっています。監査役だ
けでなく会計監査人、内部監査室もそれぞれ変化に

事務局だより
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様には、この場をお借りして感謝申し上げます。
会員業務推進部では、会員・準会員の皆様を対象
に社外役員に関する研修会を再び開催することを企
画中です。その際には、近畿C.P.A.ニュース同封の
チラシやメールマガジン等を通じて告知いたします
ので、是非ご参加ください。

特
集

報告 REPORT

寄

真理子

稿

桂

告

広報部

報

「ハロー！会計」in 関大一高
開催報告
（“信頼”のパートナー 公認会計士）

以下、当日の講師陣の感想です。

校、通称関大一高にて、高校3年生136名を対象に
「ハロー！会計」＆キャリア紹介を行いました。

川沼信夫講師
今回初めて参加させて頂きました。「ハロー！会

ので意外かもしれませんが、近畿会では高校生向け

計」自体が中学生を対象にしている節があるなか、

ハロー！会計は初開催です。

高校3年生に聞いてもらえるのか？と思いました
が、私としては公認会計士という存在を十分に知っ
てもらえたと思います。世の中の学生には真面目に

地区会

毎月のように「ハロー！会計」の記事を見かける

定例役員会

2018年11月19日〜21日、関西大学第一高等学

授業を聴く子からそうじゃない子まで幅広くもちろ
んいるわけで、そうじゃない子だった私としては線
くあります。今後もこうした活動を通じて幅広い人

厚生部

引きせずに職業の魅力を伝えたいという気持ちが強
たちに公認会計士の魅力を伝えたいと思います。

ご案内

政治経済を選択履修し、関西大学への内部進学テ
ストを終えた生徒たちは今まさに、人生の職業選択
を真剣に考え、学部選択の岐路に面している最中。

会長活動報告

ということで、公認会計士の魅力を伝えるにはグッ
ドタイミングな機会です！
そこで、今回の「ハロー！会計」はいつもの小中
学生向けよりレベルアップしてピザ屋の起業から損
益計算書分析まで加えた内容に、キャリア紹介は実

米山高志講師

談を交えながら伝えました。

生徒さんたちの聞く姿勢やリアクションが良く、話
しやすかったので、楽しい時間を過ごしました。担当

く知らなかった生徒たちですが、終了後のアンケー

したのは学力の高いクラスだったため、それぞれのレ

トでは、将来の選択肢として公認会計士に興味を

ベルに応じた内容の必要性など、今後の「ハロー！会

持った生徒が多い様子。将来を考える上でも役立つ

計」の展開に新たな方向性を感じました。唯一の問題

体験になったのではないかと思います。

点は、ピザ屋の衣装がピチピチだった私…今後の生活
に新たな運動を加える必要性を感じました。
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会員異動

授業を受けるまで公認会計士や会計のことは詳し

ＣＰＥ研修会

際の仕事内容や様々な分野で活躍できる話など体験

特
集

中川美雪講師

地道な学校訪問による「ハロー！会計」ではあり
ますが、生徒一人一人の記憶に深く残るため、一人

告

ア紹介も生徒た

でも多くの将来世代に公認会計士のファンを増やせ

ちは熱心に聞い

る機会ととらえ、広報部では積極的に活動しており

てくれ、反応も

ます。「ハロー！会計」の講師は一日警察署長のよ

とてもよかった

うな感覚で一日教師を体験できる楽しい機会です。

です。「転校生

業界の将来に目を向けておられる方のご参加を、広

は公認会計士」

報部一同お待ちしております。

寄

報

講義もキャリ

稿
定例役員会

のDVDでは、

また、今回は、会計基礎教育の第一人者である関

自分たちと同じ

西大学柴健次教授や日本公認会計士協会企画本部永

高校生が主人公

井穂様、関西大学非常勤講師松室宜男様などのご見

だからか感情移

学もあり、授業後の意見交換は非常に有意義でし

入がしやすかった様子。画面に見入っていました。

た。「ハロー！会計」と会計基礎教育との連携が目

11月は学部選択の最終段階で、公認会計士につなが

に見えて進んだ瞬間でした。

る学部への誘導効果が高いと感じました。

最後になりましたが、関西大学第一高等学校大西

地区会

隆先生、中村真一先生、当日の講師を務めてくだ

田中知幸講師

さった皆様、ご見学にお越しくださった諸先生方、

高校生向け「ハロー！会計」に手ごたえを感じま

事務局山部さんにこの場を借りて厚く御礼申し上げ

した。内容をレベルアップさせて更に進化できると

ます。

厚生部

思います。奈良の大和高田の図書館からも来年度は
年齢層を上げた企画も期待されているので、ニーズ
は潜在的にあると思います。

ご案内
会長活動報告

お知らせ
−TV大阪で、「ハロー！会計」の様子が紹介され
ます−

ＣＰＥ研修会

さいごに

11月20日の「ハロー！会計」の様子は広報部の

会員異動

近畿会広報部では、公認会計士の魅力を効果的か

PR活動紹介として、2018年12月22日（土）17:15

つ効率的に発信し、業界を盛り上げようと、様々な

〜17:20の時間帯の60秒間、TV大阪にて放送され

施策を講じています。その一つとして、近畿会HP

ます。メイン講師桂真理子＆サブ講師田中知幸と高

に小中学生向け会計授業「ハロー！会計」の様子や

校生との絶妙な掛け合いや高校生たちの率直な感想

申込方法などを公開しております。今回の関大一高

などが放送される予定です。土曜の夕方ですので、

の「ハロー！会計」は、このHPを見ての依頼によ

ぜひ録画予約してご覧ください！

るものでした。積極的な情報開示が活動実績につな
がり、広報部では広報活動に確かな成果を感じてい

事務局だより
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第53事業年度
報

第7回定例役員会報告

告

2018年11月13日（火）18時〜19時55分
所：近畿会会議室

寄

場

審議事項

（５）監査品質向上のためのトップの姿勢を含

会費免除について

（提 案 者）担当副会長

廣田

壽俊

む経営層の認識及び具体的施策の検証
（６）日本公認会計士協会の品質管理レビュー
等の実効性向上の進捗を踏まえ、公認会

（提案説明）提案者より、以下の説明があった。

計士・監査審査会とのモニタリングでの

１．会員1名について、疾病のための会費免除の

実効的な連携

申請があった。近畿会会費規程第8条第1項
第1項により会費を免除したいとの提案説明

記載されている品質管理レビュー制度等につい

があり、審議の結果、原案通り承認された。

て検討するプロジェクトチームを組成し、現在

２．会員6名について、出産・育児のための会

の品質管理レビュー制度についての改正案をま

費免除の申請があった。近畿会会費規程第

とめたところである。近々、皆様のご意見を伺

8条第1項第三号に該当するため、近畿会規

うべく公表を行いたいと考えている。

厚生部

一方で、日本公認会計士協会では、上記にも

約第13条第1項により会費を免除したいと
廣田

壽俊

（報告内容）10月17日開催の常務理事会及び10月
18日開催の理事会報告が次のようにあった。

会長報告
髙田

【会長報告】
篤

（報告内容）次のとおり報告があった。
サービスの向上に向けて〜金融行政のこれまでの
実践と今後の方針〜（平成30年事務年度）」を
公表した。これは従来の「金融行政方針」と「金

１．金融庁「変革期における金融サービスの
向上に向けて〜金融行政のこれまでの実
践と今後の方針〜（平成30年事務年
度）」の公表について
２．第39回日本公認会計士協会研究大会（徳
島大会）について
３．記者会見の実施について

は、下記の事項が記載されており、今後の金融庁

４．セミナー開催について

の動向を理解する上で参考になると考えられるた

５．その他

め、抜粋して紹介する。
（１）有価証券報告書と事業報告等の一体的開

【理事会：審議事項】
後進育成担当常務理事からの意見具申「実
務補習規程及び実務補習所運営細則の一部変

（２）「監査法人ガバナンス・コード」の実効

更並びに懲戒処分における指針についての要

性についての検証
（３）通常と異なる監査意見が表明された場合
等の情報提供のあり方の検討

【理事会：報告事項】
１．残高確認電子化対応検討プロジェクト
チームの設置に関する件

17779
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（４）監査法人の独立性の確保

綱案について」に関する件

会員異動

示の取組みの支援と課題等の検討

ＣＰＥ研修会

融レポート」を統合したものである。この中で

会長活動報告

9月26日に金融庁は、「変革期における金融

ご案内

報告事項
（報 告 者）会長

理事会報告

（報 告 者）理事

承認された。

第１号

第２号

地区会

第二号に該当するため、近畿会規約第13条

の提案説明があり、審議の結果、原案通り

定例役員会

第１号議案

稿

出席者：31名（役員数４2名）

特
集

２．監査基準委員会からの公開草案『「監査

４．新年賀詞交歓会の開催について

基準の改訂に関する意見書」に対応する

（日

時）2019年1月9日（水）

報

監査基準委員会報告書700「財務諸表に

告

対する意見の形成と監査報告」等の改

（場

所）ザ・リッツ・カールトン大阪

正』に関する件

（会

費）無料

18:00〜20:00

３．学校法人委員会からの意見具申『文部科

（アトラクション）ダンスパフォーマンス

学省「学校法人制度の改善方策について
寄

（案）」に対する意見』に関する件

稿

４．中小事務所等施策調査会からの答申『中
小事務所等施策調査会研究報告第6号

演者：「MDP MASAKI
& THE MJ CREW」

第４号

経理部報告

定例役員会

「半期報告書に関する表示のチェックリ

（報 告 者）担当副会長

スト」の改正』に関する件

（報告内容）以下の報告があった。

５．中小企業施策調査会からの公開草案
『「中小企業の会計に関する指針」の改

廣田

壽俊

１．2018年度中間収支計算書について
２．各部・委員会の予算執行状況（中間）

正』に関する件
６．IT委員会からの公開草案『IT委員会研

第５号

中間監事監査報告

地区会

究報告「次世代の監査への展望と課

（報 告 者）監事

題」』に関する件

（報告内容）10月15日中間監事監査の結果につい

松山

治幸

て報告があった。

第３号

総務部報告

（報 告 者）担当副会長

後藤

紳太郎

厚生部

（報告内容）以下の報告があった。
１．第81回中日本地域会連合会議（当番会：北
陸会）の実施結果について
（日

時）2018年10月26日（金）

第６号

厚生部報告

（報 告 者）担当副会長

廣田

壽俊

（報告内容）グラン倶楽部の実施結果について報告
があった。
（日

時）2018年11月2日（金）

会議15:00〜17:20

11:30〜13:30

ご案内

（場

所）ユアーズホテル福井

（場

（議

題）「本部会務報告」、「各地域にお

（参加者）会員30名

所）ウエスティンホテル大阪

ける『事業承継』その活動の現状
と課題」
会長活動報告

（出

席）近畿会7名、本部3名、北陸会5名
東海会8名、京滋会5名、兵庫会5名

２．中堅・中小監査法人との意見交換会の実施

広報部報告

（報 告 者）広報部長

種田

ゆみこ

（報告内容）制度説明会の実施結果について以下の
報告があった。
１．帝塚山中学校、高等学校

結果について
（日

第７号

時）2018年10月29日（月）

ＣＰＥ研修会

18:00〜19:20

（日

（参加者）中学生3年生13名
高校生1年生 3名

（テーマ）「会務運営に係る当面の課題等に
ついて」
（出席者）中堅・中小監査法人代表（17法
人：22名）、正副会長等7名

時）2018年11月7日（水）

２．大阪府立北野高等学校
（日

時）2018年11月10日（土）

（参加者）１年生8名

会員異動

３．公認会計士試験合格者祝賀会の開催について
（日

時）2018年12月13日（金）
19:00〜20:30

（場

所）リーガロイヤルホテル大阪

（会

費）無料

第８号

研究・CPE研修部報告

（報 告 者）研究・CPE研修部長

小松野

（報告内容）以下の報告があった。
１．CPE協議会の開催結果について

事務局だより

２．CPE研修計画及び実施結果について
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悟

特
集

第９号

会員業務推進部報告

（報 告 者）会員業務推進部長

第12号
荻窪

輝明

国際委員会報告

（報 告 者）国際委員会副委員長

真史

（報告内容）「ベトナム・ホーチミン視察ツアー」

あった。

告

の開催予定について報告があった。

◇平成31年度包括外部監査人の推薦（堺市）

（日

時）2018年11月28日（水)〜12月1日（土)

◇大阪市児童福祉審議会委員の推薦

（場

所）ベトナム社会主義共和国

◇大阪市社会福祉審議会委員の推薦

（内

容）現地日系企業視察、現地公的機関(JETRO)
寄

訪問ほか

監査会計委員会報告

稿

第10号

（報 告 者）監査会計委員会副委員長

（参加者）13名
山添

清昭

（報告内容）「日本公認会計士協会関西地区三会と

第13号

経営委員会報告

（報 告 者）経営委員会委員長

研究会」の実施結果について報告があった。

（報告内容）三会協議会セミナーの開催について報

時）2018年11月7日（水）
17:00〜19:00

（日

時）2018年12月17日（月）
16:30〜19:50

（場

所）大阪イノベーションハブ

（内

容）企業力向上セミナー「経営をデザインす
る〜知財を活かした事業価値の創出〜」

第11号

社会・公会計委員会報告

（報 告 者）社会・公会計委員会委員長 守谷 義広
計・監査研修会」の実施結果について報告が

第14号

女性会計士委員会報告

（報 告 者）女性会計士委員会委員長

原

繭子

（報告内容）LGBTセミナーの開催結果について報

あった。

告があった。

時）2018年10月29日（月）
13:30〜17:00

（日

時）2018年10月13日（土）

（テーマ）「7.6%のLGBTセミナー

〜人の数だ

け性がある〜」

ご案内

※意見交換会17:30〜実施
（テーマ）「政治資金の管理及び報告についての

厚生部

（報告内容）「政治資金の管理及び地方自治体会

（日

地区会

公益社団法人日本監査役協会関西支部8名

徳好

告があった。

（テーマ）「監査役等と監査人の連携について」
（出席者）近畿会9名、京滋会1名、兵庫会2名

吉永

定例役員会

公益社団法人日本監査役協会関西支部との共同
（日

報

（報告内容）会員への業務推薦状況について報告が

冨田

（参加者）会員17名

提言」、「地方公共団体における内部
統制・監査に関する議論の状況」、

（報 告 者）中堅・若手会計士委員会委員長

類・固定資産台帳の活用法」
（出席者）地方議会議員14名、会員等41名

中堅・若手会計士委員会報告
奥澤

望

（報告内容）アンケートの実施について報告があった。

会長活動報告

「地方議員のための、自治体財務書

第15号

ＣＰＥ研修会
会員異動

【 近畿会ウェブサイト 】 h t t p : / / w w w . ji c p a - k n k . n e . jp /
会員専用ページへのログインは、以下のID・パスワードをご利用ください。
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17781

特
集

追悼文
報
告

畑下辰典先生を偲んで
元近畿会会長 長船 強・小川 泰彦

寄
稿

本年10月23日に逝去された畑下辰典相談役（元

不肖私も、畑下先生の公約を引継ぎ、残り少ない

近畿会会長）を偲び、元会長の長船強相談役より追

人生を公認会計士制度の発展に微力を尽くして参り

悼文を頂きました。

たいと考えております。

定例役員会

『畑下辰典先生は、先見性に富み、理論家である
とともに包容力のある、しかもバランス感覚が豊か
で、難しい時代をリードしていける大きな人物であ

在りし日の先生の面影を偲んで追悼の言葉を申し
上げました。
ご冥福をお祈りいたします。』

りました。先生の急逝は真に残念でなりません。
地区会

この原稿を頂いた後、畑下先生の思い出を長船強
先生は、公認会計士として真のプロフェッショナ

相談役と小川泰彦相談役（お二人とも元近畿会会

ルに徹した方でした。協会本部の理事会や常務理事

長）からお話しいただきました。小川相談役は二次

会、近畿会役員会などで意見を述べられるとき、い

試験合格後長く長船事務所に勤務されていたとのこ

つ勉強されているのかと不思議な程、監査、税務、

とで、いわば師弟対談で畑下先生を偲ぶものです。

厚生部

さらに商法問題等幅広い問題に、理路整然として意
見を展開されました。先生は、明晰な頭脳のうえ

（司会）長船先生は畑下先生と世代も近く、役員とし

に、通常の人の数倍も知的情報の蓄積に努力してお

て活躍された時期も重なっておられると聞いていま

られたのだと思います。

す。思い出に残るエピソードを教えて下さい。

ご案内

（長船）当時協会本部では正副会長会議と常務理事会

会長活動報告

若い頃は、先生とはよくゴルフを一緒に楽しんだ

を1日目に、理事会を2日目に行うというように2日

ものでした。会計士同友会とか東西会で夏に全国を

に分けて会議をしていました。畑下先生や私など近

またにかけて遠征しました。先生は、スコアにあま

畿会選出の本部役員は初日の会議が終わった後、東

り関係なく楽しいゴルフをされていました。また、

京の役員と近所の居酒屋に集まって議論することが

ゴルフの時は、自分からは決して仕事の話はされま

恒例になっていました。難しい問題はすべてここで

せんでした。ゴルフを通じて先生の明るい性格、物

決まっていたように思います。近畿会の意見を取り

事に対する広い視野、自分中心ではなく常に人を立

入れてもらうことも多くありました。

ＣＰＥ研修会

てる包容力を感じ、私には真似のできない大人物だ

（司会）小川先生はいかがですか。

と敬服させられたものでした。

（小川）公認会計士制度60周年の記念式典の席で、
畑下先生から「このあと70周年、80周年を迎えて

会員異動

公認会計士制度の発展のために、前向きの議論を

も、会計士がいまのように社会に周知されないま

戦わせてきた仲間の中で、もっとも大きな存在で

まだとダメだ。70周年がひとつの節目となる。」

あった先生とお別れすることは、真に無念の極みで

と言われたことを覚えています。昔と比べたら社

あります。もはや、先生の明るい笑顔をみることも

会的な認知度は上っているでしょうが、不祥事報

ない、あの立板に水を流したようなお話を聞くこと

道で知名度が上がるという好ましくない流れに

もできないと思うと、余りにも寂しい思いがいたし

なっているように思います。社会の中で信頼され

ます。

る形で周知されなければならないと思います。

事務局だより
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特
集
報
告
寄

人化に反対でしたが、主流派は法人化を推進する

ようなものができており、活発に議論を戦わせて

立場でした。これらの方々も、今となっては多く

いたと聞きますが、どのようなものだったので

が鬼籍に入られてしまいました。

（長船）畑下先生は主流派の中心メンバーの一人で

（司会）畑下先生の功績として現在に続いているも
のは何かありますか。
（小川）畑下先生の役員時代の功績としては、昭和

というべきグループが「会計士同友会」という会

43年に近畿会で研究大会を開催したことが挙げら

派で、主なメンバーは近柗正雄、米山正次、中

れます。翌年には京滋会、兵庫会が加わり、さら

稔、上田高嶺、岡本信久、中谷洋一、沖見圭祐、

に、東海会と北陸会も加わって中日本五会研究大

畑下辰典、山田栄一、金井秀夫、長船強、高田昇

会となりました。その後、協会本部に全国規模で

二、石川昌司、松川利一（兵庫）、宮村久治（京

やるべきと提案し、昭和54年から全国研究大会が

滋）（順不同。敬称略）。一方の対抗グループは

始まりました。このように研究大会は東京に先駆

「会計士懇話会」という会派で、主なメンバー

けて近畿会で行われたものなのです。

野実夫、永井一之、谷口弘一といった方々。この

（司会）畑下先生の人となりをもう一言お願いしま
す。
（小川）畑下先生は何事についてもよく勉強される

龍雄などの方々で「エイケン」と呼ばれていまし

方でした。大変な読書家でした。いつも本を持ち

た。畑下さんの一代前の会長の近柗さんは対抗グ

歩いて読んでおられました。

ループの植田肇さんと会長選挙で争い、わずか一
票差で当選するといったこともありました。
この時代の対抗グループの人たちは「何でも反
「自分たちのグループから会長を出すんだ」とい
う意気込みを持ち続けておられました。例えば、

した。特にお上手というわけではありませんが、
ゴルフは大変お好きでした。仕事以外ではゴルフ
が良い思い出です。
（司会）本日は長時間にわたり貴重なお話をいただ
きありがとうございました。

監査の主体のあり方について、対抗グループは法

会長活動報告

対」というのではなく、主張に筋が通っており、

（長船）遊びの面ではゴルフで一緒に全国を回りま

ご案内

他に中間派が林恭造、国分紀一、桝田圭児、山本

厚生部

は、前田武和、辰巳忠次、植田肇、下地民男、熊

地区会

した。昭和50年台の近畿会の会務運営は、主流派

定例役員会

しょうか。

稿

（司会）当時の近畿会の役員会ではある種の会派の

ＣＰＥ研修会
会員異動
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17783

特
集

追悼文
報
告

畑下辰典先生を偲んで
中務 裕之

寄
稿

出会い

このように社会も業界もゼロから立ち上がり発展

1992年（平成4年）に私は初めて近畿会の幹事に
立候補をしましたが、選挙について何もわからない

していく時代に、先生は会務に深く関わってこられ
ました。

定例役員会

私を澤田眞史先生が、「歴代会長に挨拶に行くよ」

いくつかを挙げますと、今の中日本五会研究大会

と言って畑下先生の事務所に連れて行って下さいま

や本部研究大会の基となる研究大会、地方自治体の

した。それまでお会いしたこともなかったので差し

会計、監査の導入への提言、近畿C.P.A.ニュース、

障りのないご挨拶をしたのだと思います。覚えてい

計理士法・商法改正、公認会計士法、税理士法への

るのは先生の執務机の前にもう一つ机があり、その

関わりなどです。

地区会

机の上に書類が山となって置かれていたことです。

「歴代会長が語る！」近畿C.P.A.ニュース平成27

その時は失礼ながら「散らかっているなぁ」という

年7月号に、先生の会務活動がコンパクトにまとめ

印象でしたが、後になって思い返してみると、何事

られていますので是非、ご一読ください。

も手を抜かずにしっかりと調べられるからだと気付

「すけなくとも」

厚生部

きました。

ご案内

余談ですが、今は選挙が無投票当選になることが

先生と接する機会を得たのは、私が幹事になって

多いですが、私が立候補するより以前は活発な選挙

以降、特に副会長になってからで、会長経験者の方

が行われていたようです。歴代会長に挨拶をすると

と正副会長が意見交換をする相談役会です。先生を

いうのも活発な選挙戦の名残だったのかもしれませ

含む歴代会長の先輩方のお考えやご経験をお聞きで

ん。今は行われていません。

きたのは有難いことでした。
畑下先生は総会などで常に的を射た正論を発言さ

会長活動報告

ご経歴

れました。一般的には問題意識を持つことすらでき

先生は昭和27年に24才で第4回二次試験に合格さ

ないことが多いですし、問題と思ってもキチンと意

れ、昭和36年に社団法人時代の近畿会（当時の呼称

見をまとめることも難しいものです。さらにいくら

は近畿支部）の幹事に、昭和44年に本部理事に就任

正論であっても、他人に意見を聞いてもらえるとは

され、昭和62年まで長きにわたり役員を務められま

限りません。先生はわかりやすく、また嫌みなく意

した。

見を言われ、聞いている人はなるほどと納得するこ

ＣＰＥ研修会

近畿会の会長を昭和56年から2年間努められました。

とばかりでした。それも詩吟で鍛えた声で堂々と。

昭和27年という時代を皆さんイメージできますで

そしてよく聞くフレーズが「すけなくとも、○○

しょうか。今から66年前で、終戦直後と言える時で

であらねばならないのであって・・・」という感じ

す。試験に合格しても給料を簡単にもらえる時代で

です。「すくなくとも」ではないのです。これも懐

はなく、実務補習所がなく指導公認会計士に指導料

かしい響きとなりました。

を支払うのも大変だったようです。

また私が会長の時には、近畿会定時総会前の役員

会員異動

昭和30年代でも街角には戦争で障害を負った軍人

会に出席され、お礼を述べると「君が頑張っている

の方がアコーディオンなどを弾いて募金を募ってい

から応援しに来たんや」と激励していただいたのは

る姿がありました。また昭和40年代前半には大型粉

すごく嬉しかった思い出です。

飾事件が多発しました。
事務局だより
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随所に公認会計士の誇りを感じます。近畿会の伝

一例ですが、先生が書かれた次の文章に先生の想

統とかＤＮＡという表現を聞きますが、まさに畑下
先生は、近畿会の独創性ある活動、外部への提言な

◇昭和52年6月近畿C.P.A.ニュース、副会長就任挨拶

ど近畿会の伝統そのものを作られたのであり、その
使命感と気概を感じます。
平成28年1月12日に開催された近畿会での公認会

ぐために監査制度を広く定着させることではない

計士協会特殊法人化50周年記念パーティにおいて壇

でしょうか。このための旗手こそ公認会計士であ

上でご挨拶されました。その数ヶ月前にパーティで

り、監査の担い手としての責務を全うさせるため

のご挨拶の役割を引き受けられた時に「パーティの

には、如何にすべきかが問われねばならないと思

挨拶の時までは生きてなあかんなぁ」と笑いながら

います。」

言っておられましたが、何を何をパーティではいつ

◇40周年史

100周年を迎える諸君に贈る言葉

もながらの歯切れがいいスピーチをされました。
その時から2年10ヶ月。享年90才。

有する高度の常識人として、社会から尊敬を受け

近畿会、そして業界の礎を築いて頂いた畑下辰典

るリーダーシップを発揮して行くべきである。産

先生に心から感謝を申し上げ、ご冥福をお祈り申し

業界を始め、政・官・教育界などへ更なる拡充を

上げます。

続ける職業人でありたい。」

厚生部

「公認会計士は会計をベースに合理性、創造性を

合掌
歴代会長が

ご案内

◇平成27年7月号近畿C.P.A.ニュース

地区会

いて、構成員の利益を擁護し、社会の信頼をつな

定例役員会

いが窺えます。

「日本の企業、あらゆる団体が報告する決算につ

稿

先生のお考え

語る！
「われわれは、弁護士会のように独立した日本公
認会計士協会になるべきであると思います。（中

会長活動報告

略）そのためにはやっぱり100年は要するでしょ
う。（中略）それが、公認会計士の地位向上にな
ります。」

ＣＰＥ研修会
会員異動
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松浦圭子先生を偲んで
日本公認会計士協会近畿会 副会長 北山 久恵

寄
稿
定例役員会

松浦圭子先生が2018年10月31日にご逝去（満93�

そこで公認会計士の職業を知り、この業界が将来バ

歳）されたことを近畿会の弔辞報告で知ったのは、世

ラ色に思えたそうです。1956年、税理士試験残り3

界会計士会議（シドニー）の時でした。大きな目標を

科目と公認会計士二次試験に合格。女性の税理士試

失い愕然とし、先生との思い出が走馬灯のように頭の

験合格者は近畿では初めて、女性の会計士二次試験

中を巡り、感謝と寂しさで涙が溢れました。

合格は全国で2人目、二児の母親ということで随分
マスコミに取り上げられたとのことです。

出会い

1965年、日新監査法人(のちのセンチュリー監査

地区会
厚生部

松浦先生との出会いは、1986年男女雇用機会均

法人)が設立され、柳田先生の監査チームメンバー

等法が施行された年、近畿会に女性会計士委員会を

として加入。その時、女性だから社員にできない

設置するために、公認会計士になったばかりの私も

と、公然と言って憚らない時代だったそうです。

召集されました。当時の近畿会の女性は準会員も含

1985年に代表社員に就任し、世界的規模の大会社

めて30人にも満たない状態でした。第一印象は、小

の会計監査人を務められ、1995年に監査法人を定

柄で華奢でお洒落、でもバイタリティのある素敵な

年退職されました。仕事・家庭・育児・受験生とい

女性だなあでした。既に、監査法人の女性パート

う4足のわらじを履いて二次試験に合格されてから

ナーとして活躍されておられ、自分も将来こんなふ

39年間、監査最前線で活躍されました。

うになれるのだろうかと尊敬と憧れで感激したこと
を覚えています。あれから32年、私が少しでも弱気

1984年から1992年まで大蔵省企業会計審議会の
委員に就任され、基準作りに携われました。

ご案内
会長活動報告

なことを言うと、「何言っているの？頑張りなさ

そして、1998年、勲五等宝冠章を受章されまし

い」「チャンスがあれば、しっかりとつかみなさ

た。ある日大蔵省から電話がかかってきて「勲章を

い！」といつも背中を押してくださいました。今、

渡しますが、いりますか？」と言われて、その電話

私が女性会計士として働き続けていることができる

先で「くださるものは頂き

のも松浦先生のお陰です。どれだけ感謝しても足り

ますよ」と言ってありがた

ません。

く頂戴されたそうです。
2018年11月27日に「正六

ＣＰＥ研修会

先生の歩み

位」（公認会計士功労）を

今でこそ、女性活躍と騒がれていますが、先生が

死亡叙位されることが、閣

仕事に就かれた頃は全く環境が異なりました。学生

議決定されました。

時代は戦争、卒業後は旧制女学校の英語教師、デザ
イナーに。デザイナーの時、オリジナル製品の評価

会員異動

について会計担当者と意見が合わず、原価計算の本

女性会計士委員会の設立

を手にしたことがキッカケで会計の勉強をされたと

1987年に近畿会に女性会計士委員会が創設されま

のことです。1954年、税理士試験に挑戦し、2科目

した。松浦先生は初代委員長に就かれ、海外の女性会

合格。税理士事務所に就職活動されましたが、勉強

計士の実態研究のため、Women in the Accouting

中の女性職員の採用はなし。諦めかけていた時に、

Professionを翻訳した『アメリカ女性会計士のあゆ

柳田栄次先生の紹介で会計士協会近畿支部に就職。

み』（1992年）を、さらに『日本の女性会計士の

事務局だより
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あゆみ』（1998年)

今では、女性会計士は飛躍的に増加し、ワークラ

を出版し、パイオニ

イフバランスやダイバーシティが重視され、仕事と家

アたちの時代（松浦

庭・育児両立のため職場環境が整備されてきました。

報

先生も執筆）から女

自覚をもってしっかりと仕事に臨めば、女性だからと

告

性会計士がどのよう

ていって差別されることはない時代になりました。働

に歩んできたかを記

く女性のパイオニアとして、昭和・平成の時代を見事

録した貴重な財産を

に生き抜き、私たち女性会計士が活躍する基礎を築い

残していただきまし

ていただいた偉大な大先輩に心から感謝いたします。

寄

た。先生は発刊のご

先生が切り拓いてくださった道をしっかりと歩み、後

稿

あいさつに「女性会計士が歩んだ足跡を辿る本誌が

輩たちのために、さらに広げ強固なものにしていきま

21世紀で活躍される女性会計士へのメッセージと

す。天国から見守っていてください。
定例役員会

なってほしい。」と記されています。そして、後輩
へのアドバイスとして「自分の特性を生かし思い切
り飛躍してのびのびと可能性にチャレンジしてほし
い、近畿会の幹事やさらに本部理事を務める人を多
く出してほしい。」と綴られています。

地区会

2017年11月、女性会計士委員会設置30周年イベ
ントにご出席いただきたいとご連絡した時に、体調
が悪いとお聞きし心配していました。その後も、お
会いすることがかなわず残念でなりません。

40年以上も前。大学の授業を終えると阪急電車で京都か

厚生部

【中野和子さんより】

【栗原貴子さんより】
「栗原さん、あなた頑張りなさいよ」

ら大阪の受験学校に通って会計士二次試験の勉強をしていま

「栗原さん、惜しかったわねぇ」

した。電車が梅田に近づくといつもビルの窓に「松浦圭子公

「栗原さん、良かったわね。よく頑張ったわねぇ」
政治家を志した時、落選した時、当選した時、まるで家

がいらっしゃる。いつか私も…と。お会いしたこともない先

族のように励ましていただき、悔しがっていただき、喜ん

生のお名前にどれだけ励まされたことかわかりません。めで

でくださった松浦先生。
いつも私を見上げておっしゃってくださる小柄な先生

で家庭、子育てをしながらの会計士業務は大変でしたが松浦

が、私にとってはどこまでも大きくて、暖かくて、だから

先生はそれらをすべてこなしていらっしゃるので、たやすく

今､寂しくて仕方がありません。

泣き言は言えませんでした。きっと松浦先生にも泣きたいこ

先生が応援してくださった政治の世界からは離れること

とはあったはず、でもそんなそぶりを見せられることはな

になりましたが、今でも先生が「栗原さん、頑張りなさい

い、いつも私たちのかっこいい目標でした。

よ」と言ってくださっているような気がします。頑張りま

会長活動報告

たく試験に合格して働き始めると周囲は男性ばかり、その中

ご案内

認会計士事務所」の文字が見えました。ここに女性の会計士

す。先生に恥ずかしくないように、いつか歳を重ねて、先
生のような素敵な女性になれているように。

松浦圭子先生との出会いから30年以上の月日が流れま
した。その時すでに監査法人の代表社員として活躍されて

【原繭子さんより】
初めてお会いしたきっかけは、私の女性会計士委員会委

的にかつ真摯に向きあっておられたというのが松浦圭子先

員長就任です。設置30周年を控え、ぜひ初代委員長から

生に対する私の印象です。また、おしゃれでいつも先生の

お話をうかがいたくて自らインタビュー記事を企画しまし

ファッションには目を引かれていました。女性会計士とし

た。貴重なお話に感銘いたしました、後々まで受け継いで

て私の心のよりどころでもありました。まだまだ長生きし

参ります。

ていただきお話を聞きたかったです。

会員異動

いました。母、妻、仕事、協会活動とすべてに対して積極

ＣＰＥ研修会

【林紀美代さんより】

松浦圭子先生のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心からご冥福をお祈りいたします。
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寄稿 CONTRIBUTION

公認会計士のこだわり −第１５弾−

報
告

こだわりのダイエット(？)

〜80kg→62.8kg、ウォーキング→ハーフマラソン→フルマラソン、100キロウォーキング
寄
稿

増田 明彦

定例役員会

2016年の夏のある日、体重が80kgを超えている

は1700kcalに設定し

ことに気が付きました。結婚後の安定体重が73kg

ました（アプリが連携

（学生時代58kg、社会人初期は62kg）で、さすが

しているソフトを使っ

に80キロごえはショックでした。そこでダイエット

て、維持カロリーと

を思い立ったのですが、その時から今までこだわっ

9か月で62.8kgまで

てきたことのお話しをしたいと思います。

減らす場合の目標カ

地区会

ダイエットを実施するにあたって、下記の３点に
ついてこだわることにしました。

ロリーを算定しまし
た、スマホ画面参照)。

厚生部

①こだわり１ とにかく続ける（ダイエット終了後も)

食べる物をあまり

ダイエット後のリバウンドはよくいわれている

我慢するとストレス

ことなので、減量中はもとより減量成功後も、と

になるので、運動を

にかく続ける（体重維持という意味で）ことにこ

することにより摂取

だわりたいと思いました。

可能カロリーを確保

②こだわり２

ストレスをためない

することにしました。

ご案内

ストレスをためることで不健康になったら、そ

最初は早朝1時間ほ

れは本末転倒ですし、何より楽しくなければ続け

どを含め、1日1時間

ることがしんどくなってしまうと思いました。

半程度はウォーキン

③こだわり３

こだわると決めたところ以外はこだ

グをすることにしま

わらない

した（当時の体重で

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

いろんなことにこだわりだすと、思うようにい

消費カロリーが1時

かないことが増え、結局、ストレスになり、続か

間210kcal）。ただ

ないことになってしまうので、「こだわらない」

歩くのは単調なの

ことにこだわろうと思いました。

で、当時、はやりだ

まず、ダイエットの方法ですが、レコーディング

したポケモンgoを

ダイエットでいくことにしました。

やりながら歩いてい

会員異動

レコーディングダイエットには、「CalorieNote」

ました。そのうち、消費カロリーが倍であるスロー

というアプリを使いました。このアプリに実施した運

ジョギング（歩く速度くらいのゆっくりしたジョギ

動（カロリー消費量）と食べたもの（カロリー摂取

ング）に切り替えました。ちなみに体重80kg、1時

量）を登録して、その差引量を目標カロリー以内に抑

間で消費カロリーは420kcalですので、1700kcal

えるようにするというものです。このアプリのおかげ

（目標カロリー）＋420kcal＝2120kcal（摂取し

で、記録のめんどうくささがかなり軽減できました。

ていいカロリー）で、普通に食事をしても大丈夫と

私が標準的生活で標準体重を維持する１日のカロリー

いうことになります。なので、「ダイエットをして

必要量は2055kcalであるのに対して、目標カロリー

いる」というより「カロリーをコントロールしてい

事務局だより
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る」という感じです。

で、入力がストレスにならないよう、感覚で「比較
で1500kcal」「食べ過ぎたので2000kcal」とアバ

もっぱらスロージョギングは外でやるより家の中で

ウトでいれるようにしました。すなわち、毎日記録

やるようになりました。このことで、雨の日でも、

することにはこだわりますが、その精度にはこだわ

暑い日でも、寒い日でも、ストレスを感じないで続

らないということです。

けることができたと思います。なお、なるべく毎日

またカロリーはこだわりますが、糖質にはあまり

運動をすることにはこだわりましたが、その運動量

こだわらないことにしました。糖質にこだわりすぎ

にこだわらず、運動した分だけ食べるといった感じ

ると、食べたいものを食べることができず、ストレ

でいきました。

スがたまるからです。糖質が高いメニューAと低い
メニューBがあって、Ａを食べたいと思ったら、迷

で、例えばチキンカツカレー（約1000kcal）を食

わずＡを選択、どちらも同程度食べたいならば、そ

べたいと思ったら、朝食のカロリーをいつもより抑

の時はＢの方を選択するといった感じです。
結果ですが、最初の2か月で6kg減り、ストレス

るとかして調整して、それを食べました。すると、

もなく早々に効果がでたことで自信が深まり、毎月

「1000kcalも食べてしまった」とストレスになる

1〜2kgずつ減り続け、はじめてから10か月目に目

どころか、朝食の少しの我慢や運動の増量のご褒美

標の62.8kgを達成しました。
なお、運動するとより沢山食べることができるこ

ました。なんとなく食べるのではなく、「今日は何

とから、スロージョギングの時間が伸び、それが高

を食べよう」と考えるようになったので、従来より

じてハーフマラソンを走るようになり、ついにはフ

も“食”に対する意識が高まり、食事の価値があ

ルマラソンも走りました（後半はほとんど歩いてい

がったように思います。

ますが）。その他、100キロフリーウォーキングに

はなかなか1日1700kcal以内に抑えることは困難です

なく）運動がエスカレートしていったという感じで

が、カロリー調整を

す。今は、カロリー消費のため（？）にワンカラ

１日にこだわらず１

（一人用カラオケ専門店）で唄うようにもなりまし

週間単位で考えるこ

た（１時間で100kcal、だいたい行ったら3時間唄

とで、１日の超過に

います）。

ついてストレスを感

運動とカロリーコントロールは今も楽しく続いて

じずにすむようにし

います。次の正月に還暦を迎えますが、これからの

ました。（スマホ画

人生においても

面参照。赤はカロ

“細かいことにはこだわらず ”

リーオーバーの日。)

“ストレスはためず ”

食べたり飲んだりし

会員異動

なお、懇親会等で

ＣＰＥ研修会

も行くようになりました。より食べるために（無理
会長活動報告

懇親会とか飲み会があると上記のような調整だけで

ご案内

としてのチキンカツカレーがよりおいしく感じられ

厚生部

えるとか、いつもより余分にスロージョギングをす

地区会

食べたいものを食べないのはストレスがたまるの

定例役員会

がら、スマホで映画をみながらでも十分可能で、

稿

的食べなかったので1000kcal」「普通に食べたの

寄

スロージョギングだと、部屋の中で、本を読みな

“健康で楽しい人生を続ける”
ことにこだわっていきたいと思っています。

たものを入力するの
は結構面倒くさいの
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寄稿 CONTRIBUTION
報
告

確実に一歩前へ！

寄

〜北海道胆振東部地震を体験して〜

稿

田中 久美子

定例役員会

ドーン！突き上げるような激しい揺れと同時に、

閉まってしまわないようにス

けたたましく鳴り響く携帯電話。「地震です！地震

リッパをドアにかませて、ホテ

です！」

ルの部屋から廊下へ出た。当然

地区会
厚生部

2018年9月6日午前3時7分、私は出張で苫小牧の

にエレベーターは止まってい

ホテルにいた。前日遅くまでホテルで仕事をしてい

る。幸いにも部屋は4階だった

たので、電気もテレビもつけっぱなしで寝ていた。

ので、階段で1階まで降りて

北海道で地震があったと繰り返し臨時ニュースが放

いった。ロビーには携帯電話で

送されるが、ホテルの部屋には倒れるようなものも

情報収集している滞在

なく、最初はそれほど深刻には受け止めていなかっ

客が何人かいた。その

た。まもなくすると、ホテル内に館内放送が流れ、

間をすり抜けて外に出

扉が開かなくなるかもしれないので扉を開けて指示

て、コンビニまで歩い

を待てとのこと。おばちゃんとはいえ、女性の部屋

ていった。コンビニの

を開けっ放しにしろとな！などと考えつつ、とりあ

中は真っ暗だが、アル

えずまだ寝巻きだし閉めとこか、とかのんきなこと

バイトのお兄ちゃんが

を考えていた。

普通に対応してくれ

ご案内
会長活動報告

午前3時12分、夜行性のダンナにメールする。

た。ただ、アイスク

「結構揺れた！朝の飛行機で帰るねんけど、飛ぶか

リームやおにぎりなど

な？」案の定、ダンナは起きていたようで、すぐに

にはビニール袋がかぶ

返事が来た。「まずは身の安全を。電気が通ってい

せてあり、販売できな

るならケータイの充電を。」えー、そんなに大仰な

いとのこと。長期戦に

ことなんかなあ、とまだ余裕をかましていた私で

備えて、袋入りのクロ

あった。

ワッサンと携帯電話の

午前3時25分、停電。これはやばいぞ。さすがの
私も咄嗟にそう思った。この予備灯がついている間

充電器と乾電池を買い込んだ。お茶は2リットル以
上残っていたので買わなかった。

ＣＰＥ研修会

に着替えて片付けてしまわないと、真っ暗闇では何

午前5時19分、インターネット情報では「国土交

もできない。ようやくベッドから飛び起きて、着替

通省の新千歳空港事務所によりますと、これまでの

えを済ませ、机の上に散乱している荷物をスーツ

ところ滑走路の被害は確認されていないということ

ケースに詰め込んだ。いつでも脱出できる準備が

ですが、詳しい状況は現在、調査中だということで

整った。ダンナからの情報では、飛行機が飛べそう

す。」…ということは、飛ぶかもしれないな。長期

な状態ではないとのことであったが、朝6時45分に

戦も覚悟でホテルにいたほうがいいというダンナの

タクシーを予約してあったので、もしそのタクシー

忠告を無視して、新千歳に行く気満々の私であった。

が来たら新千歳までとりあえずは行ってみようと

午前5時36分、私が乗るはずの飛行機が欠航に

会員異動

思っていた。

なったとの連絡あり。振替えはWEBで！とのこと

午前4時5分、ダンナからコンビニでケータイの充
電器を買っておくように指示があった。窓から外を
見ると停電で信号も止まっている。近くのコンビニ
も真っ暗だ。でも、とりあえず行ってみよう！扉が

事務局だより
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なので何度かトライするも満席。ただ、私が乗るは
ずの飛行機以外はまだ欠航とは出ていなかった。
午前6時16分、ダメもとで朝食会場に行ってみる
と、パンやおにぎり等が用意されていた。食事しな

特
集

乗ってホテルに向かった。そのホテルに空室がある

ことは、現地で順番待ちをすればもう少し早い便に

かどうかは分からないよと忠告だけはした。後に

乗れるかもしれない！タクシーが予定通り来たら空

なって計算してみると、どうも私はかなり多額の人

港まで行くぞ！私の決意は固かった。

民元をもらっていたようだ。しかし、彼らにとって

まってるからとか、渋滞してるからとか、色々と空

のだろうと信じたい。すると、それを見ていた空港

港に行くのを渋っている運転手の小言は無視して空

ビルの前に仁王立ちになっていた警察官の一人が、

港に向かってもらう。信号は止まっているものの、

私のところに若い女性を連れてきた。「中国語なの

案外スムーズに車は流れていて、それほど苦労する

で、何を言っているか分からない。話を聞いてもら

ことなく空港には到着した。しかし、空港ビルの前

えないか。」はあ…。函館まで行けば飛行機は飛ん

には警察官が立ちはだかっていて、何人かの人が立

でいるかと聞いていますが…。しばらくすると、ま

ち尽くしている。やばい！このタクシーを降りるべ

た別の中国人を連れてやってくる。バスは動いてい

きではないのではないか？このまま、もう一度苫小

るのか？電車はいつ動くのか？飛行場はいつまで閉

牧まで帰ったほうがいいのでは？一瞬躊躇したが、

鎖しているのか？私は空港係員じゃない！と思いつ

確実な情報収集のため一旦タクシーを降りることに

つも、最初の中国人が代表してこうした案内サービ

した。案の定、今日は空港ビルを閉鎖していて飛行

スの料金を私に払ったのかもしれないなとその後も

機は飛ばないという。予約できた私の飛行機も欠航

数人の中国人旅行客の通訳をしていた。

の連絡が来た。JRも動いていないので、今日は千歳

そうこうしているうちに、大阪にいる友達やダン

に泊まるしかない。覚悟を決めて、ホテル探しに明

ナがインターネットでなんとかホテルを予約してく

け暮れる。しかし、どこも満室だ。

れた。さあ、そのホテルに移動しよう！といっても

話で心置きなくホテル探しができる。ただ、吹きさ

る乗客もほとんどない。やっとのことでつかまえた

らしの空港の外で老眼と戦いながらホテル探しをす

タクシーも、札幌から来たので千歳市内での営業は

るのは一苦労だ。停電で予約不可になっているとこ

できないと断られる始末。緊急事態でしょ！といっ

ろも多い。なかなかホテルが見つからずちょっと焦

ても取り合ってもらえない。すると、乗客の一人が

りも見えかけたころ、ふと目の前でタクシー運転手

「札幌に帰る人いませんか？」と声をあげた。すぐ

と中国人旅行者の夫婦がなにやら揉めている。最初

に3人集まって、相乗りで札幌に帰る途中に千歳の

はそれどころじゃないと無視していたが、5分たっ

ホテルで降ろしてくれた。助かった！

り、助けたり、困っているときはお互い様かなと

ビーは薄暗い。空いているソファーを見つけ、とり

思って、中国語で旅行客に話しかけてみた。どうや

あえず陣取るが、気持ちが高ぶっている。チェック

ら、タクシーで千歳空港まで来たが日本円がない。

イン待ちの人だろう

人民元の現金は十分に持っているが、ATMもなけ

か、ロビーは人であふ

れば銀行も閉まっていて、人民元を日本円に換える

れてきた。ホテル側

ことができない。タクシー運転手は、1万円払えと

が、追加で椅子を用意

日本語でどやしたてる。仕方がない。私が交換して

した。ペットボトルの

あげよう！と中国人旅行者に提案した。レートがい

水が提供された。ロ

くらか分からなかったが、中国人旅行客がいう金額

ビーの一角では携帯電

で同意して、1万円と人民元を交換した。タクシー

話の充電サービスも行

運転手は大喜びで1万円を握り締めた。しかし、中

われている。とりあえ

国人二人は空港にいても仕方がないので、最寄のホ

ず宿泊予約は取れてい

テルまで送ってほしいという。その際の支払いも必

るんだから、チェック

要なので、もう1万円変えてほしいと頼まれた。一

インタイムまでここで

瞬躊躇する私。ATMが動かないということは、私

待とう。そう決めたと

もキャッシュがないと困るかもしれない。申し訳な

たん、少し安心したの

いが5千円ならということで交渉成立した。彼らは

かソファーでうとうと

ＣＰＥ研修会

午前9時49分、ホテル到着。ここも停電で、ロ
会長活動報告

ても、10分たってもまだ揉めている。助けられた

ご案内

足がない。そのころになると、タクシーで空港にく
厚生部

コンビニで買い込んだ充電器のおかげで、携帯電

地区会

唯一の存在であった私への対価として納得していた

定例役員会

きたタクシーに乗り込む。新千歳までは信号がと

稿

は中国語ができて、人民元を日本円に換えてくれる

寄

午前6時45分、チェックアウトして、予定通りに

告

不安ながらも多少の日本円を握り締めてタクシーに

17:05千歳発伊丹行きが取れたではないか！という

報

がら飛行機の振替をトライしていると、なんと

会員異動
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していた。

がようやく電話に出た。夜9時半に迎えに来てくれ

報
告
寄
稿
定例役員会

正午ごろ、ホテルロ

と頼んでみたが、それはできないと断られた。今す

ビーでマネジャーらし

ぐならタクシーが来る。でも、ガソリンがないので

き人が声を上げる。中

千歳市内にしか行かないという。これを逃したら、

庭で炊き出しをするの

次はいつ電話がつながるかも分からない。とりあえ

で、良かったらどう

ず南千歳駅まで行って、そこで6時間待てば確実に

ぞ！とのこと。ここに

バスが来る！そう信じてタクシーを呼んだ。ホテル

いれば、水もあるし、

に来たタクシーにダメもとで、「苫小牧東まで行っ

ご飯もあるし、何の心

てもらうことはできないんですよね。ガソリンがな

配もないねと炊き出し

いんですよね。」と聞いてみたところ、「いや、こ

のミネストローネをあ

の車はハイブリッドだからまだ500キロは走る

りがたくいただいた。

よ！」と言われた。助かった！迷わず苫小牧東まで

さあ、12時も過ぎた

タクシーで行くことにした。苫小牧東へ行く途中、

し、アーリーチェック

列車が走っているはずもないJRの遮断機が鳴り続け

インとかの案内はいつ

ていたり、十数センチの段差ができている箇所が

頃出るのかな？と悠長

あったりと、地震の傷跡があちこちに残っていた。

地区会
厚生部

に構えながら、あわただしく動き回るホテルの人に

午後4時51分、苫小牧東に到着。フェリーターミ

聞いてみた。すると、「現在停電のため、予約システ

ナルは電気も通っており、何事もなかったかのよう

ムを確認することができません。また、お部屋の状況

に営業していた。切符を買って待合室に行くと、売

も分かりません。真っ暗でお掃除もできておりません

店に冷えたビールも売っている。出航までの時間、

ので、停電が解消されてもいつ頃お部屋にご案内でき

ビール片手に異常なま

るかは分かりません。」との返答。なんと！このまま

でのハイテンションの

ここにいても、今晩ベッドで寝られるとは限らないの

私であった。これで帰

か？！その時初めてことの重大さを理解した。停電と

れる！風呂にも入れ

はそういうことか！この状況を打開するにはどうした

る！そして何より、

らいいのか。空路もダメ、陸路もダメ、じゃあ海路

ゆっくり眠れる！

は？学生時代に北海道までフェリーで30時間以上か
ご案内

けて旅行に来たことを思い出した。

午後11時30分、予
定通りフェリーは苫小

会長活動報告
ＣＰＥ研修会
会員異動

午後0時26分、海運会社に勤めている友人に海路

牧東を出航した。25

での脱出方法を確認する。仙台、八戸、敦賀、大洗

年前に旅したときとは

へのルートがあるらしい。仙台、八戸はすでに満席

比べ物にならないきれ

もしくは今からだと間に合わない。敦賀便は23：

いな船室に転がり込む

30苫小牧東から出航、よしこれだ！電話してみる

と、それまでの緊張か

と、意外にもすぐにつながって席を確保することが

ら解き放され急に眠気

できた！これで帰れる！寝る場所もある！ただ、敦

が襲ってきた。遠くで

賀までは21時間の船旅となる。もしかしたら明日は

船内放送が聞こえる。

飛行機が飛ぶかもしれない。もっと早く帰れるかも

お風呂は深夜1時まで

しれない。でも、私は確実に一歩前に進みたい。そ

…お風呂に行かなく

う思うと、今度は千歳から苫小牧東までの足を確保

ちゃ…。でも、私はあ

しにかかった。最悪ホテルから南千歳駅まで行け

れだけ楽しみにしてい

ば、22：05にフェリー会社のバスが迎えに来てく

たお風呂に入ることも

れることは確認した。とにかくタクシーを確保しな

なく、泥のように眠り

ければ！しかし、唯一の移動手段であるタクシーを

こけていた。地震の揺

捕まえるのは至難の業で、何度も何度もタクシー会

れではない、海の揺れ

社に電話するしかなかった。

に身をゆだねて。

午後4時5分、なかばあきらめていたタクシー会社
事務局だより
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近畿実務補習所第24期40周年記念同期会の報告
第24期補習所同期会 世話人 髙谷 晋介

寄

せました。そんな

次から数えて、40周年に当たります。平成20年6月

中、日根野谷正人君

には合格30周年を記念して、北陸の地（片山津温

が自らのスマホにダ

泉）にて、一泊二日の旅行を行いました。今回、世

ウンロードした秘蔵

話人小川泰彦君と木戸伸男君とも相談して、節目の

の永久調書（？）を

40周年を記念して、一泊二日の淡路島旅行を企画し

見せてくれました。

ました。住所が判明している同期への案内状を65通

流石、練達の公認会

送りましたところ、うち48通の返信があり（返信率

計士と一同から絶賛

73％）、これまでにも増して皆さんの近況が知れた

されました。その永

ことは今回の大きな収穫でした。

久調書とは、当時の

り、合格者のレベルが高いにも拘らず（笑）、入所

義日程表」・「受講

当時、クラスの約半数以上が未就職状況でした。結

時指定席表」・「実

局、いわゆる大監査法人に就職できた者は少数派で

務補習所運営委員会

ありました。特に、大手監査法人の採用試験では、

の委員一覧表」など

面接のみならず筆記テストが課され、英語や漢字の

レアな資料の数々で

テストまでもあった時代です。今と比較して「隔世

す（写真参照）。当

の感あり」といったところです。

時の委員長は「ゴル
フも歌もうまい」辰

ホテル夢海游にて宴会・2次会を催し、そこで一泊

巳忠次先生でした。

しました。翌日はゴルフ組と観光組に分かれて雲一

委員一覧表を見ます

つない晴天の淡路島を堪能しました。

と、今なお、お元気

会長活動報告

以下に、記します通り、初日は淡路島洲本温泉の

ご案内

すべて手書きの「講
厚生部

昭和53年はいわゆる就職氷河期の真っ只中にあ

地区会

合格組です。したがって、本年は２次試験の合格年

定例役員会

して昔話に花を咲か

稿

我々第24期生は昭和53年（1978年）第2次試験

な先生も多く、この

第一日目

夢海游での宴会と2次会

当日の出席者は参加者一覧の通りで13名です（集
陸会・富山県）、横井康君（東海会）、小林茂夫君
（東京会）の3人が馳せ参じてくれました。

心から感謝申し上げ
ＣＰＥ研修会

合写真参照）。関西三会以外からは大和田淳君（北

場を借りて諸先生に
ます。
2次会は、ホテル
のカラオケルームで
時間延長するくらい

3時に合わせて三三五五集まり、温泉でゆっくりす

大いに盛り上がりま

る者あり、宴会前にも拘らずワイワイガヤガヤの懇

した。この2次会には宴会出席が叶わなかった小林茂

談を始める者ありと久方ぶりの再会を楽しみました。

夫君が東京から駆けつけてくれました。同期諸兄の

愈々午後6時からの宴会の席では、二つの丸テー

歌唱力は小川さん・木戸さんそして私は言うに及ば

ブルに分かれて、それぞれが補習所時代を思い起こ

会員異動

当日、同期生の諸君はホテルチェックインの午後

ず皆一線級です（笑)。
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第二日目

ゴルフ

結びに代えて
今回の同期会に、畏友澤田眞史君（近畿会第18代

ディションの中でプレーを楽しみました。しかし、

会長）の姿がないこと、残念でなりません。世話人

参加者全員が10.8フィートの高速グリーンに苦しん

のひとりとして「彼が居りせば、更に盛り上がった

寄

だようです。そんな中、ゴルフ組幹事の木戸伸男君

のでは！」と想いを巡らしています。彼の墓前にこ

稿

告

洲本ゴルフ倶楽部にて、晴天無風の最高のコン

がダブルぺリアのハンデに恵まれて、見事優勝を果

の同期会のレポートを添えて報告したいと思ってい

しました。ベストグロス（敢えて名誉のためにスコ

ます。

定例役員会

アは公表しません）は小川泰彦君でした。因みに、

次の節目は50周年ですが、10年経つと私も齢77

準優勝は小林茂夫君、3位は空田広志君でありまし

歳の年に当たります。今回参加の同期諸兄からも

た。ブービー・ブービーメーカーは名誉のため公表

「50周年まで生きてれるかどうかわからんし、こん

を控えたいと思います（笑）。

なにおもろいのなら毎年やろう！」との声も出まし
た。世話人としてはうれしい限りです。幸い、近畿

第二日目

観光

会が先鞭をつけた同期会補助金制度（一人1回3千

地区会
厚生部

私は左足骨折（第5中骨骨折）していましたの

円、年間2回まで利用可能、現在は京滋会・兵庫会

で、得意のゴルフを断念して（笑）、観光組に参加

も同制度あり）があります。この制度は、今回も参

しました。私の親戚であるフォトグラファーの津田

加してくれた小川泰彦君が近畿会会長（第23代会

孝二氏にご案内頂き、お花畑と瀬戸内海の絶景を楽

長）の時に創設した制度です。大いに会員諸兄も同

しむことのできる「花さじき」や三熊山の「洲本城

制度をご利用して、同期同士で旧交を温め、同期会

見学」など淡路島を満喫して帰路につきました。そ

を情報交換の場として活用して頂くことを期待して

の他の観光組では、大和田淳君は自転車をレンタル

筆を擱きます。

して淡路島半周の一人旅に出かけました。その若さ
には脱帽です。
ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会
会員異動

参加者：後列左から

小川

泰彦、荒堀

政男、髙谷

晋介、吉田

享司、大和田

前列左から

明松

優、日根野谷正人、木戸

伸男、油井

滋、横井

事務局だより
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淳、空田

康、林

広志

昌孝、（小林

茂夫）敬称略

特
集

地区会 REPORT

幹事

石畑

告

大阪市南地区会

報

大阪市南地区会「コンラッド大阪のディナーブッフェ」のご報告
裕太

寄

なく、見た目でも楽しめるお料理でした。目の前で

とは名ばかりの残暑が続く中、9月24日(月・祝)に

切り分けてくれるローストビーフが特に存在感を

大阪市南地区会イベントが開催されました。

放っていました。

USJ、ボーリング、卓球、スパ＆ランチ…役員会

もあり、乾杯の挨拶

で話し合った結果、ご家族で楽しめる、普段なかな

やテーブル間の移動

か行く機会がない、優雅な時間を過ごすとのコンセ

は少なく、いつもと

プトから家族参加型の催しとしてコンラッド大阪で

は違った趣の会でし

のディナーブッフェを企画しました。

た。同じテーブルの

反響は驚くべきもので、9月10日に配信したにも

会員の方々、ご家族

かかわらず、わずか2日で当初の定員30名を大きく

で優雅なひと時を過

上回る58名のお申込み頂きました。追加で席を予約

ごしていただけたの

し、最終78名の皆様にご参加いただきました。

ではないでしょうか。
最後にお店の方に案内された写真スポット、アト

さて、「コン

リウムラウンジで集合写真。私の携帯カメラには惜

ラッド大阪」

しいフォトジェニックな空間はまた訪れたくなる場

は、ヒルトング

所でした。
ご案内

ループの最上位

厚生部

あまりの盛況ぶりに役員共々うれしい悲鳴です。笑

地区会

ホテルということ

定例役員会

「家族で参加できるような催しはできないか？」

稿

近頃の朝夕冷え込む季節とはうってかわり、秋冷

ブランド「コン
ラッド・ホテル
ズ＆リゾーツ」

会長活動報告

の我が国2番目
の出店店舗であり、地上200メートルから大阪市内
を一望でき、すばらしい景色を楽しむことができま
す。受付前にご来場され夜景を楽しまれたり、ガラ
スに張り付くお子様もいて堪能していただけたかと
店内は黒基調
の落ち着いた雰
囲気で、自家製

大阪市南地区会では、今後も会員の皆様にとって
魅力的なイベントを提案させていただければと考え

ホットディッ

ております。地区会活動のますますの活性化を図っ

シュ、デザート、

てまいりますので、皆様のご協力と地区会行事への

パスタ、シーフード等品数豊富なブッフェで味だけで

ご参加をお願い申し上げます。
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会員異動

パンや、サラダ、

ＣＰＥ研修会

思います。

特
集

地区会 REPORT
報
告

第１回河内地区会懇親コンペに参加して
嶋田

薫

寄
稿
定例役員会

2018年9月28日に第１回河内地区会懇親コンペ

のを失念されました。そのた

が春日台カントリークラブで開催されました。河内

め本当は西村会長より授与し

地区会の西村智子会長に「人数が足らないのでお願

ていただく写真を載せるとこ

い！」と誘われ、普段、西村会長には税理士会の支

ろを、後日事務所に盾を送っ

部の厚生事業への参加をお願いしていることもあっ

て頂き事務所で一人寂しくス

て参加させて頂きました。コンペの参加者は7名と

マホで撮影した写真を載せる

少々寂しいですが、第１回目の開催ですからこれか

ことになりました。表彰式で

ら人数が増えていけばいいのかなと思います。

西村会長がこれに懲りず（お

地区会
厚生部

当日は天候に恵まれ、晴天の中、気持ちよくプレ

そらくご自分のスコアのこと

イすることができました。私は西村会長、当日幹事

を言っておられたのだと思い

をしていただいた西村強会員(会長と姻戚関係はあ

ます（笑））に来年以降も河

りません)、税理士会の支部も同じで若手の有望株

内地区会懇親コンペを開催す

の吉兼正泰会員と一緒にプレイしました。もう一組

る宣言をされましたので来年

は白井弘会員、藤原祥孝会員、杉本篤史会員の3名

も参加したいと思います。
当日お世話頂きました皆様

です。参加者7名ですので全員に登場してもらいま

方には本当に感謝いたします。ありがとうございま

した。

した。

春日台はグリーンがとても速く下りのパットはど
ご案内

こまでも転がっていくような感じで、気を許すとす
ぐに3パットになってしまいます。このグリーンの
速さに最後まで悩まされました。ところが春日台の
メンバーの西村強会員は下りのパットも絶妙のタッ

会長活動報告

チで超ビシビシ決めていきます。優勝は西村強会員
で間違いないと思っておりましたが、日ごろの行い
の差が出たようでハンディに恵まれて、第一回大会
の優勝という栄誉に浴することができました。
西村強会員が第一回の優勝の盾を用意してくだ

ＣＰＥ研修会

さっていたのですが、なんと！当日持ってこられる

会員異動

順

位

氏

中コース

西コース

HDCP

NET

優

勝

嶋田

名
薫

48

49

97

21.6

75.4

準優勝

吉兼

正泰

56

48

104

27.6

76.4

３

位

西村

強

42

44

86

7.2

78.8

４

位

藤原

祥孝

50

45

95

14.4

806

５

位

杉本

篤史

52

53

105

24.0

81.0

以下は個人情報保護のため省略させて頂きます（汗）。
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GROSS

特
集

地区会 REPORT

会長

告

大阪市北地区会

報

大阪市北地区会の活動報告
内田

聡
寄

等、テレビでもおなじみの桂小枝さん。

稿

大阪市北地区会は、淀川の南北に接した西淀川

お恥ずかしい話、私は桂小枝さんの落語をきちん

島区、旭区の地域に居住する会員相互の親睦を主た

と聞くのは初めてで、てっきり創作（新作）落語を

る目的とした地区会で、会員数は平成30年10月31

されるのかと思っておりましたが、演目はなんと古

日現在478人です。

典落語。

今回は平成30年10月13日 (土) に「繁昌亭落語＆ミ

ただ、そこはやはり一ひねりも二ひねりもある小

シュラン串揚げを堪能」と題して開催した、落語鑑

枝ワールド全開で劇場は爆笑の渦に包まれました。

賞会と懇親会の様子をご報告させていただきます。
まず、「天満

最後に劇場から出る際には桂小枝さんも含めた全
演者が私たちを見送って下さり、大満足の3時間超
でございました。
夜の部は場所を移しまして、黒門市場の名店「六

鑑賞会ですが、

覺燈（ろっかくてい）」で大阪のソウルフード、串

実は大阪市北地

揚げ（串カツ）を楽しみながら会員の皆さまの親睦

区会で繁昌亭に

を深めていただこうという企画。私を含め満員御礼

お伺いしたのは

の23名の方に集まっていただきました。

2回目となります。初めて訪れたのは平成18年11月

実は、この六覺燈は串揚げという庶民的なジャン

（繁昌亭こけら落しの2か月後）ですので実に12年

ルながら、ミシュランの一ツ星を獲得しておられま

ぶりの再訪です。

す。星を取られたのも納得の店内はおしゃれな洋食

う形式でしたので、今回も皆様には多少早く集合し

さんでいただき、新鮮な肉・海鮮・野菜といった串

ていただいていたのですが、ルールが変わっており

揚げを堪能いたしました。味が素晴らしいのは勿論

まして、予約した段階で入場できる順番が決まって

のこと、量が半端ではなく結局皆さん途中でストッ

いるとのこと（当日入手した入場券に入場番号が記

プをかけられていたように思います。最後に集合写

載されておりました）。私のリサーチ不足で無駄に

真を撮り、次回の忘年会を楽しみに、と解散いたし

早く集合いただいた形になり、お集まりいただいた

ました。

15名の会員・ご家族の皆さま、誠に申し訳ありませ
んでした（当日は暑いくらいの晴天でした）。

大阪市北地区会では、関西の歴史文化を学ぶ場をご
提供できればと、会長・副会長で頭を悩ませておりま
す。ご希望の場所があれば是非ご連絡ください。ま

りで完売、当日券を購入された方は立ち見となると

た、その他にも地区会活動に関するご意見、ご希望が

いう相変わらずの盛況ぶり。上方落語では唯一の定

ございましたら、事務局までお知らせください。

席として、特に土日は予約必須の状況です。
今回は昼席ですので、午後1時から午後4時過ぎま
での3時間以上、若手（といっても芸歴は5年以上）

ＣＰＥ研修会

私たちは100番前後の入場順でしたが、席は前売

会長活動報告

店のような佇まいで、赤・白の美味しいワインを皆
ご案内

前回は、確か早く並んだもの勝ちで席を取るとい

厚生部

開催された落語

地区会

天神繁昌亭」で

定例役員会

区、淀川区、東淀川区、此花区、福島区、北区、都

から桂文喬さん、桂枝三郎さんといったベテランま
会員異動

での古典や新作落語が楽しめるとともに似顔絵漫談
や三味線漫談・日本舞踊（演じるは喜美こいし師匠
の実子である喜味家たまごさん）といった落語以外
の芸事も楽しめます。
トリを務められましたのは探偵ナイト・スクープ
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特
集

地区会 REPORT
報
告

阪神地区会 親睦ゴルフ会のご報告
阪神地区会

幹事

三木

貴之

寄
稿

2018年11月4日（日）に、阪神地区会親睦ゴル

着いた感じでした（2名の方は90台でした）。

フ会をセンチュリー吉川ゴルフ倶楽部にて開催しま

定例役員会

した。当日は、昨年よりも4名多い4組16名の参加

今回の親睦ゴルフ会には、最近ゴルフにはまって

で、少し早めの7時9分から4組連続でスタートしま

いる？3名の方が、阪神地区会のイベントに初めて

した。

参加してくださいました。阪神地区会では、今後も

地区会

幸いにも天候に恵まれ、スタート時点こそ、少し

さまざまな方に参加して頂き、会員間の良き懇親の

肌寒さを感じましたが、お昼からは長袖だと少し暑

場となるようにイベントを企画していきますので、

い位の気候で、時折感じる風が気持ち良く、まさに

まだ参加されたことのない方の参加もお待ちしてお

ゴルフ日和の一日でした。

ります。次回は3月の大相撲観戦の予定です。

厚生部

センチュリー吉川ゴルフ倶楽部は、豊かな自然に

写真は、表彰式後のものです。4組連続のスター

囲まれた丘陵地に造形美を備えたコースで、過去に

トで始球式までしたにも関わらず、運営上のトラブ

は、プロシニアツアー第一生命カップ５回と1992

ル？により開始前に写真を撮り忘れてしまい、ゴル

年はデサントクラシックマンシングウェアカップが

フ感や楽しさが伝わりにくいものとなっています

開催されたコースです。フェアウェイは比較的広

が、参加者からはご好評を頂いたと思っています

く、各ホールで思いっきりドライバーを振ることが

し、私自身はほんとに楽しい１日でした。

できますが、ミドルホールでも400ヤードを超える
ご案内

ホールもあり、かつ、グ
リーンのアンジュレーショ
ンが複雑でしたので、皆さ
んスコアメイクには苦労さ

会長活動報告

れていました。詳細なスコ
アは割愛させて頂きます
が、皆さんいつものスコア
より＋5打位の結果で落ち

ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより
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特
集

厚生部 REPORT
報

ハイキング部報告

告

天野 晴代
寄

二上山ハイキング （参加者会員６名

稿

2018年11月17日（土）
非会員1名)

まり、いい感じ。遠くに奈良市街も見えて。それを言

集合案内には「9時に二上山駅集合」との記載。

い訳に、風景を眺めて休憩。初心者コースで見通しの
良い1本道とは

集合案内に印字された通りの文字をパソコンに入力

いえ、気が付

して、行き方と集合場所をチェック。お弁当は作ら

くと84歳の大

ず、コンビニ調達。集合場所の二上山駅周辺にコン

先輩にも遅れ

ビニが無かったらそれこそピンチ。Webのグーグ

る始末。しん

ルマップで二上山駅を確認する。繁華街や観光地だ

がりなだけと

とコンビニがある確率が高い。しかし今回は…。

自分に言い訳。

地区会

ふたうえやま？にのかみやま？何と読むのだろう。

定例役員会

１．何と読むのだろう

グーグルマップだと駅前周辺が寂しい。コンビニや

３．自画自賛

も見えなかった。自宅周辺のコンビニでおにぎりと

昼食は雄岳を下って雌岳山頂。雄岳から雌岳山頂

飲み物をゲットして出発。

へは少し下ってから登るとのこと。またすぐに登る
のに、雄岳をこんなに下ってはもったいないのに

が、乗換の近鉄阿倍野橋駅で困った。駅員さんに

…。そう思いつつ、下ること心理的には40分位。

「この電車は二上山駅に行きますか。」と確認した

ところが雌岳の登りは短く感じた。あれって感じ。

いのに、何と読むのかわからない。しどろもどろに

お昼タイム目前で脳内麻薬か、と思っていたら、雄

「ふた…うえ…やま駅にいきますか？」と聞いたら

岳と雌岳の標高差だったことが判明。
雌岳からの下山帰路は直線の急勾配。途中、電車

駅員さんが即答。しどろもどろだったのに、すぐに

の枕木で作ったような下り階段がいくつもある。そ

分かってくれた駅員さんに感謝。

れだけ、急勾配なのかなあと思った。ルートが逆

二上山駅には自販機はないだろうと想定していた
ら、改札外には何台もの自販機が乱立。しかも100
円飲料も売っている。グーグルマップは万能ではな

てルート選択してくださった鈴木会員に感謝。
下山後、近くの當麻寺から雄岳と雌岳を振り返る
と、こんな高い山に登ったのかと物凄い達成感。富
士山の1/6の高さであることは完全無視し（笑）、

２．息切れの度に紅葉でリラックス

思わず自分で自分を何度も褒めてしまった。（たっ

時々、電車故障や乗り継ぎ失敗等で１〜２名が集合

ぷり食べた昼食分はカロリーを消費できたかも。）

ＣＰＥ研修会

かったと実感。

だったら途中で挫折したかも。そんな心理を予想し

会長活動報告

「ああ、にじょうさん駅ですね。行きますよ。」と

ご案内

読み方がわからなくても大丈夫と思っていたのだ

厚生部

喫茶店があるようにも見えず、自販機があるように

に遅れることがあるが、今回は珍しく9時に全員集
合。オンスケジュールでの出発。数日前の天気予報で
会員異動

は曇りで寒さ対策を行ったが、天候に恵まれ、厚着が
アダに。玉ねぎというか、竹の子というべきか、参加
者揃って、一枚ずつ上着を脱ぎつつ二上山へ。
雄岳山頂まで2時間ちょっと緩やかな坂道（山

17799
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道）。普段の運動不足が祟って息切れ。紅葉が少し始

特
集

厚生部 REPORT
報
告

第2回Music Festival
安原 徹

寄
稿

平成30年11月18日（日）午後3時から大阪京橋の

【コメント】

定例役員会

「ベロニカ」にて京滋会・近畿会・兵庫会厚生部主

いつもは、「八ツ尾順一と税金一座」（バンド

催第2回Music Festivalが開催され、あわせて100

名）で活動していますが、今回は、ボーカルの私

名を超える出演者とオーディエンスが集いました。

のみ登場します。

出演グループは12団体。グループ名、出演者
名、出演者コメント、写真を順に紹介いたします。

ピアノソロ青木有子さんのピアノ演奏は、今年没

なお、出演者の一部からは自ら音楽に賭ける熱い想

後100年を迎えたドビュッシーの『月の光』とトヨ

いを伝えたいとの要望もあり、次号以降の会報に記

タ自動車のCMにも使われた『千本桜』。

事を掲載できるかもしれません。乞うご期待。

【出演者名】青木有子／ピアノソロ

地区会

【演奏曲目】
まずトップバッターは近畿税務研究会のビッグバ

・月の光

ンド『The Influs』。今日のメンバーは奥田実、石

・千本桜

本真喜子、栗原貴子、小山光博、佐藤眞治、多田善

【コメント】

厚生部

計、田中和雅、西村智子、野口博之、走出広明、濵

今年からソロデ

中武志、北條明宏、松井大輔、松本弘、本岡正則、

ビューしました。出

山内一浩、山本邦人の17名

張の多い時期ですが、仕事の合間をぬって、一生

【出演者名】The Influs／ビッグバンド

懸命練習したので、楽しんで聴いてもらえたら嬉

【演奏曲目】

しい限りです。

・ルパン三世のテーマ’
78
・Can’
t take my eyes off of you
ご案内

（君の瞳に恋してる）
【コメント】

【出演者名】マッツー弘／ギター＆ブルースハープ
弾き語り（松本弘）
【演奏曲目】

近畿税理士会に

・Don’
t let me Be Misunderstood

税理士登録してい

（悲しき願い）1960年代のヒット曲です。

会長活動報告

る公認会計士の組

・スローバラード

織「近畿税務研究

・ラブストーリーは突然に

会」のビックバン

忌野清志郎の曲です。

小田和正の曲です。

ドです。結成して

【コメント】

3年目に突入し、

グルーヴィー、ムーディーな

ＣＰＥ研修会

パワーアップしたステージをお楽しみ下さい。

サウンドを追求しています。

（全員のお顔が写らずごめんなさい）
【出演者名】LEAF／アルトサックスソロ（須藤実)
大編成のThe Influsに引き続き以下順に出演者を

【演奏曲目】

ご紹介します。

・A WHOLE NEW WORLD

【出演者名】八ツ尾順一／ギター弾き語り

・ムーンリバー

会員異動

【コメント】

【演奏曲目】
・おじいちゃんの恋

学生時代に友人とギターを

〜贈与税物語より

もって京都の御所で吉田拓郎
の「人間なんて」をがなって

・年金ブルース

以来、今まで音楽に触れることがありませんでし
事務局だより

たが、1年半前自分でも何を思ったのかサックス
を始めてしまいました。
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【出演者名】YOMINS／声楽デュオ
【演奏曲目】

この日のために特別結成したバンド。「一曲入
魂」の名演奏でした。

・メモリー（キャッツより）

報

・STAND ALONE（坂の上の雲メインテーマ）
【メンバー】佐藤陽子、山田陽子、青木有子
【コメント】

告

【出演者名】Alcoholic／バンド
【演奏曲目】
・Harmonized finale

共に「陽子」という名を持つ、女性デュオで

【メンバー】堤紘亮、島克仁、水谷彰

れまでの人生経験のすべ

まったバンドです。「もてたい」から結成したバ

てを今日の2曲に懸けて、

ンドで、選曲の基準も

みなさまを柔らかく包み

「もてたい」。動機は

ます♡

不純（？）ですが演奏

定例役員会

監査法人（トーマツと新日本）の同期生が集

はピュアなロックン
【出演者名】NATSUME／バンド

稿

歳を重ねてきました。こ

寄

す。心も体も声も美しく

・Mix juiceのいうとおり

ロールでした。

【演奏曲目】
・スペイン

・テイクファイブ

・ティコティコ

【メンバー】佐藤眞治、栗原貴子、松井大輔、
野口博之、北條明宏
【コメント】

・ショパン エチュード作品10第3番 E major
地区会

石原眞理、石本真喜子、濵中武志、

【出演者名】川元麻衣／ピアノソロ
『別れの曲』
・情熱大陸

ジャズアレンジヴァージョン

【コメント】
『別れの曲』というタイトルは日本独自のもの
で、海外では結婚式の「愛の誓い」で使われるこ

パートが「うるさい楽

とが多いぐらいで、ショパンはリ

器のいない編成で！

ストに「これ以上の美しい旋律は

（怒られるわ）」と集まりました。

もう書けない」と言っていたそう

フルートは純銀製の銘器を特注したそうです。

です。『情熱大陸Jazz Ver.』から

厚生部

ビッグバンド（The
Influs）で目立たない

はノリノリ感を味わってください
ご案内

【出演者名】やすじい／ピアノソロ（安福健也）

ね♪♪

【演奏曲目】
・アリア（テレマン）
途中からマイクを持っての熱唱

ルゲスト関根愛子会長が登場。YOMINSメンバー
とともに「ダンシング

会長活動報告

と相成りました。

このあと番外編としてプログラムにないスペシャ

クィーン」を熱唱されま
【出演者名】西川京子／シャンソン

した。会場はこのサプラ

【演奏曲目】

イズに大いに盛り上がり

・私のいい人

ました。

・愛の賛歌

最後は会場参加者全員で中島みゆきの「糸」（ピ

エッセイスト兼シャンソン歌

アノ伴奏：川元麻衣）と西城秀樹の「YOUNG

手の西川女史によるおなじみの3

MAN (YMCA)」（伴奏：The Influs）を歌いお開

曲、やはり本物はオーラが違います。会場全体シー

きとなりました。この催しを来年以降も継続し、い

ンとなって聴き入っていました。

ずれは大阪ドームでのMusic Festival開催を期して

ＣＰＥ研修会

・サン・トワ・マミー

会員異動

家路につきました。
【出演者名】レッドアイ／アルトサックス＆ピアノ
デュオ
【演奏曲目】
【メンバー】奥田実
田中和雅
17801
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・We’
re all alone

特
集

本部からのお知らせ（JICPAニュースレターからの転載）

ご案内
報
告

会員情報の変更手続についてご案内

寄

会員及び準会員の皆様は、登録事項（下記1）及び
届出事項（下記2）に変更を生じたときは、変更登録
申請書の提出や変更届出を行っていただく必要があ
ります（変更手続きは無料です）。
公認会計士・会計士補・特定社員のための様式「変
更登録申請書」
「会員変更届出書」
「電話番号等変更届出」
は、協会ウェブサイト（本文中の案内をご参照）から
ダウンロードできます。変更を生じたときは、遅滞な
く、必要な変更手続をお願いいたします。

ご自身の登録事項及び届出事項は、本会ウェブサイ
トの会員マイページにログイン後、「会員情報の確
認・変更」画面から閲覧することができます。

稿

登録事項などに変更を生じているのに、変更手続を行
わないときは、公認会計士法違反に該当し行政処分の
対象となり、また、本会の会長による懲戒の対象とも
なりますのでご注意ください。
（常務理事 加藤 達也）

定例役員会

１．公認会計士、会計士補、外国公認会計士又は特定社員は、登録を受けた事項に変更が生じたときは、直ち
に本会に対し変更登録申請書を提出してください（公認会計士法第20条・第34条の10の13、会則第14
条、変更手続きは無料です。）。
２．会員及び準会員は、届出事項（＝会員登録名簿記載事項）に変更があったときは、遅滞なく本会に変更届
出をしてください（会則第37条、変更手続きは無料です。）。

地区会

３．海外への転勤、留学等の予定のある方
事前に、変更登録又は協会送付物の手続について、会員登録グループまでご相談ください。
４．「変更登録申請書(JICPAニュースレター2017年９月号に様式を掲載)」及び「変更届出書」等の提出・手続
（１）変更登録申請書の提出や変更届出の手続は、協会ウェブサイト
http://www.jicpa.or.jp

から会員マイページにログインして行ってください。

【会員マイページログインへ】

（スマートフォン等の場合、右のQRコードをご利用ください。）

厚生部

ログイン後、画面左上にて、〝会員情報の確認・変更″をクリックしますと、
「会員情報の確認・変更手続の流れ」画面が表示されます。
ご自身の現在登録されている事項を確認しながら、変更登録申請書（特定社員
の方は、特定社員登録規則第5条第１項に定める様式になります。）の作成又は
変更届出の手続が行えますので、是非ともご活用ください。
（２）会員マイページID及びPWを失念して上記(1)のログインが困難な方

ご案内

協会ウェブサイトhttp://www.jicpa.or.jp

の【専門情報】 → 【各種様式ダウンロード】→【会員登録

関係】画面から、各種様式がPDF形式、Word形式でダウンロードできますので、ご活用ください。
※変更後の登録・届出事項は、所属地域会へデータ連動いたします。変更手続きは無料です。
５．変更登録申請が行われていない場合（例えば、現住所がまだ登録されていないなど）のご留意点

会長活動報告

（１）協会からの書類送達や連絡が困難となり、お手元に必要な情報が届かないなどの支障が生じます。
（２）「登録証明書」及び「ID・パスワード通知書」の発行、研修の免除・軽減及び会費免除等の申請をされ
ても手続が直ちに行えないことがあります。

会員情報確認のお願い

ＣＰＥ研修会

会員・準会員の皆様にご登録いただいている会員
情報は協会本部・地域会からの書類送達や連絡等の
基礎となる重要な情報です。
会員マイページにログインし、「会員情報の確認・

１．協会HP (http://www.hp.jicpa.or.jp/) 画面から会員ロ
グインボタンをクリック
２．ID及びPWを入力しログイン
３．
「会員情報の確認・変更」をクリック

変更」画面から会員情報に変更がないかどうかを次

４．ID及びPW入力

の要領にてご確認いただきますようお願いいたしま

５．
「会員情報の確認・変更へ」をクリック

す。

６．登録事項及び届出事項がともに変更がないことを確

会員異動

なお、過去に既に確認いただいている方も再度ご
確認いただきますようお願いいたします。

認後、
「登録事項・届出事項ともに変更なし」ボ

タンをクリック
７．
「登録事項・届出事項ともに変更なし」がグレーになり、

【問合せ先】会員登録グループ
(Tel : 03-3515-1122 E-mail : kaiin@jicpa.or.jp)

事務局だより
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「最終確認日＝ボタンをクリックした日付」が表示され
れば終了です。ご協力ありがとうございました。

特
集

ご案内

〈開

催

〜公認会計士と地域との共創〜」

日〉 2019年9月18日（水）
場〉 幕張メッセ国際会議場（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）
新時代〜公認会計士と地域との共創〜」をテーマ

に、2016年4月に地域会設立した千葉会として初めて開催い
たします。

ネルディスカッション、特定のテーマについて会場内の出席者

稿

日本公認会計士協会の第40回目となる節目の研究大会は
「会計・監査

寄

〈会

新時代

告

〈メインテーマ〉 「会計・監査

報

第40回研究大会研究発表の募集について
も自由に発言できるフリーディスカッションなど形式を問い
ません。
募集要領は以下に記載のとおりです。皆様の積極的なご応募

定例役員会

募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、論文発表やパ

をお待ちしています。

研究発表募集要領
１．応募資格
会員・準会員及び一般有志

原則として、メインテーマ「会計・監査 新時代 〜公認
会計士と地域との共創〜」に関連するテーマとします。

３．募集内容

５．選考
継続的専門研修制度協議会において、研究発表のテーマと
してふさわしいか否かを基準として審査・決定します。
また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形
式、フリーディスカッション形式）が偏らないように考慮し
選考いたします。
ご送付された原稿等は返却いたしませんのでご留意ください。

６．発表予定テーマ数
今大会（第40回研究大会）では、10テーマの発表を予定し
ており、うち２テーマは、研究大会開催地域会である千葉会
に割り当てる予定です。
また、学術賞受賞作品の中で研究発表テーマとしてふさわ
しいものがあれば、10テーマの中に含めることも検討します。

2019年４月末を目処に、応募された方に選考結果をご連絡
します。
なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承
の上ご応募ください。

ＣＰＥ研修会

７．研究発表の決定

会長活動報告

８．送付先及び問合せ先
〒102-8264
東京都千代田区九段南4-4-1
日本公認会計士協会 総務本部研修グループ
TEL 03-3515-1126（直通）/ FAX 050-3737-6397
E-Mail kenshuu@sec.jicpa.or.jp
（企画運営）継続的専門研修制度協議会
千葉会研究大会実行委員会
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会員異動

（２）テーマの募集〜フリーディスカッション形式による発表
公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている
内容で大会参加者と意見交換してみたいと考えるテーマに
ついてのご提案を募集します。ご応募いただく際は、テー

2019年2月28日（木）（必着）

ご案内

②パネルディスカッション形式による発表
研究内容をスライド資料としてご用意いただき、研究大
会当日、その内容についてパネリスト間でディスカッショ
ンを行っていただきます。ご応募いただく際は、MS Word
ソフトウェアを利用して次のとおりパネルディスカッショ
ンの企画書（テーマ・発表の趣旨、目的・内容の概要・パ
ネルディスカッション形式とした理由・パネリストの略歴
を記載）を作成し、選考結果の送付先となる住所を明記の
上、電子データをメールに添付してお送りください。
・A4判の5頁程度
※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料
(MS PowerPointソフトウェア利用)を後日ご提出いただ
きます。
・人数はパネリスト及びコーディネーター含め5名以内（厳守)

４．応募及び推薦締切日

厚生部

（１）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集
①研究論文による発表
日頃の研究内容を論文にまとめて、研究大会当日、発表
していただきます。ご応募いただく際は、MS Wordソフト
ウェアを利用して次のとおり論文を作成し、選考結果の送
付先となる住所を明記の上、電子データをメールに添付し
てお送りください。
・A4判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）
・1頁の設定 40字38行（フォントサイズは本文11ポイント)
※なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象
とします。応募の際は、推薦する研究論文（テーマ）及
び発表方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発
表者の同意を得ている旨を明記の上、お送りください。

コーディネーター等発表者を選定します。
※ご応募いただく際は、発表テーマ及び発表方法を明記の
上、住所・氏名・職業・電話番号を記載の上、ご応募く
ださい。

地区会

２．募集テーマ

マ（例えば「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ
選定の趣旨、目的を作成いただき、発表者として希望する
者のリストを添えてお送りください。
継続的専門研修制度協議会において、テーマに合った

特
集

ご案内
報
告

継続的専門研修制度協議会からのお知らせ

寄
稿
定例役員会
地区会
厚生部
ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会
会員異動
事務局だより
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特

集

報

告

寄

稿

定例役員会

地区会

厚生部

ご案内

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

会員異動
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特

集

報

告

寄

稿

定例役員会

地区会

厚生部

ご案内

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

会員異動
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特
集

髙田篤会長活動報告

2018年度

報

TOPICS

会務報告

告

2018年11月5日から8日にかけてオーストラリアのシドニーにおきまして、国際会計士連盟（IFAC）の第20回世界会計士会議が
開催され、世界中から多くの会計士が参加しました。日本からも103名の方々が渡豪し、さまざまなセッション等に参加しておられ
ました。
この世界会議で取り上げられていたテーマは、財務報告や監査の信頼性向上、職業倫理、BEPS等の国際課税政策とその対応、

寄

そしてAI（人口知能）、ブロックチェーンなどで、これらを見ていますと、当然と言えば当然ですが、世界各国が同じような問題

稿

意識を持っていることを改めて再確認することができました。ご参加頂きました会員・準会員の皆様、本当にお疲れ様でした。
話は、ドメスティックに変わりますが、去る2018年11月2日、厚生労働省は「社会福祉法人における会計監査人に係る調査
と平成31年4月の引き下げ延期について（周知）」という事務連絡を発出し、社会福祉法人の法定監査に関する会計監査人の
設置基準の引き下げを、準備期間等を考慮して行わないこととしました。同時に、2018年3月期の法定監査及び社会福祉法に

定例役員会

準じた任意監査を受けている社会福祉法人を対象に、「【第一次】社会福祉法人の会計監査に関するアンケート」の実施を表
明しました。
このアンケート調査結果は、年内に集計され、2019年3月末の年度内に結論が出される予定で、来年度に会計監査人の設置
基準を引き下げるか否かについての判断材料となるようです。
早いもので、本年も残すところ僅かとなってまいりました。今年は平昌五輪やサッカーW杯ロシア大会などのスポーツイベ
ントで盛り上がった年でしたが、一方で西日本豪雨や地震、台風と自然災害に見舞われた年になりました。被害に遭われた

地区会

方々には心よりお見舞いを申し上げます。来年はいよいよ「平成」最後の年となります。皆様方にとりまして善き年となるこ
とを心より祈念し、今年最後の会長会務報告といたします。

日

付

曜日

厚生部

10月23日

火

10月25日

木

10月26日
ご案内

10月29日

時

間

会務の内容

場

所

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

10:00〜13:00

業務部門打合せ会

日本公認会計士協会

14:00〜17:00

正副会長会議

日本公認会計士協会

15:00〜17:00

第81回中日本地域会連合会議

ユアーズホテル福井

18:00〜20:00

第81回中日本地域会連合会議後の懇親会

割烹

18:00〜19:00

中堅・中小監査法人との意見交換会

日本公認会計士協会近畿会

19:30〜21:30

中堅・中小監査法人との意見交換会後の懇親会

湖陽樹

金
開花亭

月

会長活動報告
ＣＰＥ研修会

11月2日

金

11:00〜13:00

第3回グラン倶楽部

ウェスティンホテル大阪

11月5日

月

10:00〜16:30

第20回世界会計士会議シドニー大会

オーストラリア／シドニー

11月6日

火

10:00〜16:30

第20回世界会計士会議シドニー大会

オーストラリア／シドニー

11月7日

水

10:00〜16:30

第20回世界会計士会議シドニー大会

オーストラリア／シドニー

11月8日

木

10:00〜16:30

第20回世界会計士会議シドニー大会

オーストラリア／シドニー

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

11月13日

火
18:00〜20:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

14:30〜17:30

正副会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜15:00

常務理事会

日本公認会計士協会

15:00〜17:30

地域会会長会議

日本公認会計士協会

18:00〜20:00

役員懇親会

日本公認会計士協会

10:00〜15:00

理事会

日本公認会計士協会

11月14日
会員異動

11月15日

事務局だより

11月16日

水

木

金

International Convention Centre,Sydney
International Convention Centre,Sydney
International Convention Centre,Sydney
International Convention Centre,Sydney

(作成月日:2018年11月22日)
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特
集

INFORMATION

公認会計士協同組合

報

新刊書販売のご案内

告

公認会計士協同組合では、下記の新刊書を特別価格で販売いたしております。書籍はぜひ当組合よりお求めくださいますよう
ご案内いたします。

【ご注文・お問合わせ先】TEL

03- 3515 -8 9 6 0

0 3 -5 2 2 6 -3 5 0 5

URL

h t t p ://c p ac os.or. jp

稿

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
中央経済社 刊
定価2,400円＋税

鎌倉靖二 著
税務研究会 刊
定価2,700円＋税

編

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

定価より15％引き（送料別）

適正な土地評価をするための基礎知識
から調査方法、評価の考え方まで、写真
や図版で解説。誤りの多い減価要因につ
いてはパターンごとに詳説しています。
第3版では、倍率地域の評価、「地積規
模の大きな宅地」の評価を追加しました。

新版 一般社団・財団法人の税務と相続対策活用Q&A

Q&A企業組織再編の会計と税務 第7版
山田淳一郎 監修
税務経理協会 刊
定価4,900円＋税

組合員特価

組合員特価

定価より15％引き（送料別）

地区会

平松慎矢 著
清文社 刊
定価2,400円＋税

定例役員会

本書は、仮想通貨ビジネスに関する
ルールをコンパクトにまとめた一冊で
す。利用者・交換業者の会計処理から、
法人税・所得税などの取扱い、財務諸
表・分別管理監査の手続まで解説。ブ
ロックチェーンやICOも取り上げています。

定価より15％引き（送料別）

合併、会社分割など、組織再編形態そ
れぞれの税制の概要、税務上・会計上の
処理を丁寧に解説しています。第７版で
は、スピンオフ税制の創設、スクイーズ
アウトに係る税制の整備を追加し、平成
30年度税制改正も織り込んでいます。

公認会計士協同組合では、三菱UFJニコス株式会社と提携し、組合員を対象に公認会計士専用のクレジットカードである「CPA・

ご案内

CPA提携カードのご案内

厚生部

本書は、一般社団法人・財団法人と信
託を利用した相続税対策について、公益
法人制度の概要から税務取扱までを網羅
しています。相続・事業承継及び経営効
率化のための活用策についても事例形式
で具体的に解説しています。

寄

第3版 相続税・贈与税 土地評価実務テキスト

仮想通貨の会計・税務・監査

組合員特価

FAX

MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード」と「CPA DCカード」を取り扱っております。
◆CPA MUFG CARD Platinum American Express Card
グローバルな世界で活躍する公認会計士の方々にこそふさわしい、ワンランク上のサービスと品質をご提供する特別なカードです。
ス」や国内はもとより、世界600以上の空港ラウンジ

年会費（税抜き）

をご利用いただける「プライオリティ・パス」など

本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

プラチナならではの様々なサービスを取り揃えてお
ります。

プラチナカード
20,000円
1名様は無料、2人目より1名様につき3,000円
50〜500万円（内リボ払い・分割払い50〜100万円）

◆CPA DCカード
「CPA DCカード」は、一般カード／ゴールドカードの2種類からそれぞれVisa／Master Cardのカードブランドをご選択いただけ
ますので、いずれも世界中でご利用いただける便利なクレジットカードです。
公認会計士の先生方の信用を象徴
する1枚として、特に「ゴールドカー
ド」をお勧めいたします。

ゴールドカード

年会費（税抜き）

一般カード

10,000円
1,250円
1名様は無料、2人目より1名様につき1,000円 １名様につき400円
原則200万円（内リボ払い100万円/分割払い200万円）

※入会申込書は当協同組合（電話03-3515-8960）までご請求ください。

会員異動

本会員
家族会員
ショッピングご利用可能枠

ＣＰＥ研修会

（注）本カードは公認会計士の資格をお持ちの組合員のみご加入いただけます。

会長活動報告

国内・海外でのレストランのご予約など専任スタッフが24時間365日ご相談やご要望にお応えする「プラチナ・コンシェルジュサービ

印刷物販売のご案内
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当組合では、「監査調書用紙」と「領収証付請求書」を販売しております。皆様の業務に役立つ用紙類です。価格等は、当組合の
ホームページ（http://cpacos.or.jp/）「印刷物の販売」をご覧ください。注文用紙もダウンロードできます。また、サンプルをご希
望の方はご連絡ください。（電話03-3515-8960）
※組合員以外の方もご利用いただけます。

特
集
2018年度

近畿会開催CPE研修会 2018年11月実績及び12月予定
報
実施月日

時

間

分野

研修会テーマ

単位

講

告

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

師

木村雄治氏（ポラリス・キャピタル・グループ株
1 1 月 5 日 14:00〜16:40

コンサル 関西地区三会共催研修会
（経営委員会）

3

ティング「事業承継におけるバイアウト・ファンドの活用」

式会社

代表取締役社長）、松見良三氏（ポラリ

ス・キャピタル・グループ株式会社

マネージ

ング・ディレクター）

寄

関西地区三会共催研修会（国際委員会）

稿

1 1 月 9 日 18:30〜20:00 会 計「ベトナム企業との業務・資本提携やM&Aを成功

2

堀切泰孝氏（税理士、準会員）

させるための留意点と実務」
本部税務業務部会共催DVD研修会
「所得税における税制改正留意点と事業承継税制・
10:00〜11:40 税 務 所得拡大促進税制の概要」

定例役員会

（2018年7月30日

2

本部税務業務部会主催研修会

（第57回））

11月15日

本部税務業務部会共催DVD研修会
「株式・公社債・投資信託などによる所得の課税関係」

13:00〜16:30 税 務

（2018年9月3日

本部税務業務部会主催研修会

3

（第59回））
関西地区三会共催研修会（中堅・若手会計士委員会）

地区会

11月19日 18:30〜20:30 スキル「キャリアデザイン・ワークショップ2018
（第1回）

2

〜会計士の履歴書〜」
11月20日 13:00〜15:00 監 査

桑本慎一郎氏（公認会計士、株式会社PCP

代

表取締役）
山添清昭氏、渡部靖彦氏、柴原啓司氏、奥村孝司

関西地区三会共催研修会（監査会計委員会）

氏、松本尚哲氏、上田耕治氏（近畿会監査会計委

2

「訂正内部統制報告書から見る不正事例分析」

不正
事例

員会）

中小監査事務所連絡協議会研修会

厚生部

「監査基準の改訂等、昨今の監査関係の動向を中心

2

新井達哉氏（本部中小事務所支援担当常務理事）

2

廣本敏郎氏（公認会計士・監査審査会会長）他

11月21日 13:00〜17:00 監 査 とした解説」

中小監査事務所連絡協議会研修会
「監査事務所検査結果事例集の公表について」

豊永喬氏（大阪府中小企業再生支援協議会プロ
11月22日 14:00〜16:00

ジェクトマネージャー）、好本行輝氏（大阪府中

コンサル 中小企業再生支援協議会業務実務研修
（経営委員会）

2

ご案内

ティング「事業計画策定の概要」
他

小企業再生支援協議会サブマネージャー、公認
会計士）、中井史郎氏(大阪府中小企業再生支援
協議会サブマネージャー、公認会計士）
Darrel Scott氏（IASB理事）、鶯地隆継氏（IASB
理事）、坂口和宏氏（富士通㈱

本部・会計教育研修機構共催IFRSセミナー（LIVE

理部財務企画部

会長活動報告

11月30日 13:00〜17:00 会 計 中継）

4

「IFRSを巡る最新動向〜基準の新たな局面〜」

財務経理本部経

マネージャー）、 野菜摘氏

（三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ インベ
ストメントリサーチ部 シニアアナリスト）、長
谷川義晃氏（有限責任 あずさ監査法人

IFRS

アドバイザリー室長 パートナー）
本部税務業務部会共催DVD研修会
「消費税「軽減税率制度」＆「インボイス制度」につ

ＣＰＥ研修会

13:00〜14:40 税 務 いて〜
「入門」から「応用」まで〜」

（2018年10月3日

2

本部税務業務部会研修会（第

60回））

12月4日

本部税務業務部会共催DVD研修会
「地方税の申告実務」

15:00〜16:40 税 務

（2018年9月28日

開業するなら知っておきたい

2

税務実務研修会（第19回））

会員異動

冬季全国研修会
10:00〜11:40 倫 理「改正倫理規則等の概要について−違法行為への 2

北川哲雄氏（本部倫理委員会副委員長）

対応、ローテーション等−」
12月5日

冬季全国研修会
13:00〜14:40 監 査「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する

2

実務指針等の解説（仮題）」

事務局だより

15:00〜16:40 監 査

冬季全国研修会

「監査業務に係る審査について」
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2

結城秀彦氏（本部監査・保証実務委員会保証実
務専門委員会

専門委員長）

新井達哉氏（本部中小事務所支援担当常務理事）

特
集

時

間

分野

研修会テーマ

報

実施月日

単位

講

師

告

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

冬季全国研修会
「産業競争力強化法における税制・会社法特例の改

10:00〜11:40 税 務

坂本里和氏（経済産業省経済産業政策局

2

正の解説、他〜株式対価M&A・キャッシュアウト・

産業

組織課長）

スピンオフ等の円滑化」
冬季全国研修会

貴田仁郎氏（中小企業庁
氏（金融庁

冬季全国研修会
15:00〜16:40

金融課長）、堀本善雄

監督局総務課長

予定）、小林信明

氏（経営者保証に関するガイドライン研究会座

コンサル「経営者保証に関するガイドライン〜Q&Aの解説
2

ティング と経営者保証に依存しない融資のために公認会計

長弁護士）、河原万千子氏（中小企業政策審議会
中小企業

施策調査会事業承継支援専門部会長）
冬季全国研修会

中川隆之氏（本部常務理事）、北方宏樹氏（本部

2

「監査提言集の解説〜「確認」
「継続企業の前提」他〜」

常務理事）

不正
事例

定例役員会

委員金融ワーキンググループ委員

士に求められる役割」

10:00〜11:40 監 査

稿

12月6日

山崎岳人氏（弁護士）

2

「民法改正による税務への影響」

寄

13:00〜14:40 税 務

冬季全国研修会
「監査の品質管理の実務（監査事務所及び監査業務
2

「品質管理レビュー制度等の改正要綱案の説明」

12月7日

レ

ビューアー）、藤井美明氏（本部品質管理委員会
レビューアー）、小暮和敏氏（本部品質管理委員
会委員品質管理担当常務理事）

※研修テーマ及び講義内容が一部変更となる可能
性があります。
15:00〜16:40 監 査

冬季全国研修会

18:30〜20:00 会 計

嶋村忠志氏（警察大学校財務捜査研修センター

2

「経済事件における公認会計士の不正事例」

教授）

不正
事例

関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会）

2

関西地区三会共催研修会（国際委員会）

井上達也氏（有限責任監査法人トーマツ）、伊藤

12月11日 13:30〜16:30 会 計「IFRSセミナー（第2回）IFRS16適用までのアプ

3

ローチ〜先行事例からの考察〜」
10:00〜11:40 倫 理

関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）

「ケーススタディ（ドラマ）で考える職業倫理」

山栄子氏（早稲田大学名誉教授、博士（経営
学・東京大学）、公認会計士）

貴大氏（有限責任監査法人トーマツ）

厚生部

「現代会計の危機」

地区会

13:00〜14:40 監 査

松 田 玲 子 氏（ 本 部 品 質 管 理 委 員 会 副 主 席

における品質管理に係る改善勧告事例）」

志村さやか氏（本部倫理担当常務理事）

2

関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務
13:30〜16:30 税 務

委員会）

「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶

ご案内

12月13日

安島和夫氏（本部租税相談員（資産税担当））

3

予制度」
15:00〜17:00

18:30〜20:00

2

ティング「邦銀を取り巻く環境の変化と経営戦略」
コンサル
ティング

関西地区三会共催研修会（組織内会計士委員会/会
2

員業務推進部）

金融調査室長）
笹尾智子氏（株式会社プラップジャパン

コ

ミュニケーションサービス本部第8部部長）

「企業コミュニケーションの基礎」

12月18日 18:30〜20:30

森口善正氏（株式会社三井住友銀行経営企画部

組 織 関西地区三会共催研修会
（IT委員会）

2

環 境「RPAによる業務自動化の実践」

筏井大祐氏（本部IT委員会XBRL対応専門委員長）

会長活動報告

12月14日

コンサル 関西地区三会共催研修会
（会員業務推進部）

関西地区三会共催租税相談事例研修会（税制・税務
小畑孝雄氏（本部租税相談員（法人税担当））

3

ＣＰＥ研修会

12月19日 13:30〜16:30 税 務 委員会）

「判例・裁決例で検証する法人税のグレーゾーン」
12月25日 18:00〜20:30

コンサル

関西地区三会共催研修会（国際委員会）

「国際メッセ」

ティング

3

国際業務を提供されている会員11名

（会場:ガーデンシティクラブ大阪 オリオンの間）

会員異動
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特
集

会員異動
報

会 員 数
会 員

準 会 員

告

公 認
会計士

監査
法人

計

3,575

36

3,611

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
11

36

686

計

合計

733

4,344

塚本 健
（会
員）
森川 統天 （四号準会員）
新井 和輝 （四号準会員）
一ノ宮 進悟（四号準会員）

岩本
北島
齋藤
中島

幸子 （四号準会員）
明希子（四号準会員）
功一 （四号準会員）
亜依梨（四号準会員）

（2018年10月31日現在）

寄
稿

（注）１．一号準会員は、公認会計士及び外国公認会計
士となる資格を有する者
２．二号準会員は、会計士補
３．四号準会員は、公認会計士試験に合格した者
（一号準会員に該当する者を除く）

定例役員会

資格変更（準会員から会員へ）
10月23日付

地区会

植次 賢太
鬼塚 彩香
貝塚谷 朋喜
鍵本 一馬
角谷 安隆
河口 達也
清末 晃太郎

須藤
巽
谷川
田村
橋原
檜垣

英美子
英昭
洋輔
大督
秀幸
秀治

古谷
松元
安川
薮内
山本
山本

和崇
周史
尚志
優太
大晃
悠貴

入会者
厚生部

会員名簿記載事項の変更
10月3日〜25日
【事務所】

ご案内
会長活動報告
ＣＰＥ研修会
会員異動

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

黒田
末永
杉本
谷澤
田上

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

肝付
田中
橋本
丸山
森本
横田
大野

知宏 （会
雅司 （会
敬子 （会
昌和 （会
雅史 （会
幸紘 （会
佳久 （会
毅
（会
雅啓 （会
潤一朗（会
敬
（会
浩平 （会
泰秀 （会

拓四郎（会
員）
直之 （会
員）
淳
（会
員）
太一朗（会
員）
熊野 （会
員）
泰崇 （会
員）
福地 叔之 （会
員）
三由 哲也 （会
員）
村田 賢二 （会
員）
村田 知之 （会
員）
山田 俊輔 （会
員）
太田 謙児 （四号準会員）
貝塚谷 朋喜（四号準会員）

【自宅】
加藤
高居
辰巳
田中
大橋
蟹井
喜多

大地
健一
大樹
孝之
祐一
文夫
宏樹

（会
（会
（会
（会
（会
（会
（会

藤枝

政雄 （会

員）

髙須賀

章隆（会

員）

転入者
10月3日〜25日
佐藤 伸 （会
員）
本 純一 （会
員）
福入 拓郎 （会
員）
松尾 恭平 （会
員）
松本 光弘 （会
員）
小林 裕 （会
員）
古山 稔朗 （会
員）
吉永 竜也 （会
員）
足立 惠美 （四号準会員）
須藤 英美子
（四号準会員）
松﨑 雄太 （四号準会員）

東 京 会 よ り
京 滋 会 よ り
東 京 会 よ り
南九州会より
東 京 会 よ り
京 滋 会 よ り
東 京 会 よ り
東 京 会 よ り
東 京 会 よ り
東 京 会 よ り
兵 庫 会 よ り

転出者

10月23日付
髙井 育子 （四号準会員）

城
竹田
恒田
橋本
深森
前井
前田
松本
本川
森山
池上
稲森
川上

【事務所・自宅】

麻衣子（会
秀明 （会
まり子（会
洋平 （会
明浩 （会
慎一 （会
泰史 （会

員）
員）
員）
員）
員）
員）
員）

10月3日〜25日
近藤 雄介 （会
員）
林
直樹 （会
員）
拓弥 （会
員）
濱本 由香 （会
員）
平井 雅三 （会
員）
山岸 康徳 （会
員）
吉田 由佳 （会
員）
米田 秀二 （会
員）
釆野 一鷹 （会
員）
高橋 恵太 （会
員）
藤田 正和 （会
員）
員）
山﨑 靖彦 （会
山本 和哉 （会
員）
山本 久史 （会
員）
木村 一隆 （四号準会員）
深野 崇 （四号準会員）
福西 由希子
（四号準会員）
上田 暖 （四号準会員）
星野 雄次 （四号準会員）
町田 晋太郎
（四号準会員）

中 国 会 へ
京 滋 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
京 滋 会 へ
京 滋 会 へ
東 京 会 へ
東 京 会 へ
京 滋 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ
東 京 会 へ
神奈川県会へ
東 京 会 へ
兵 庫 会 へ

退会者
板東
恒田
前井
巻幡

卓一 （会
敬子 （会
幸紘 （会
三四郎（会

員） 8 月 2 3 日 付
員） 10月23日付
員） 10月23日付
員） 10月23日付

死
業
業
業

務
務
務

廃
廃
廃

会員異動の照会は、日本公認会計士協会（本部）に対して電話のほか、本部ホームページ「会員準会員検索」より可能です。
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止
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【弔事】
・会 員 松浦 圭子氏
2018年10月31日ご逝去

・会 員 松井 克浩氏のご尊父 清成様
2018年11月27日ご逝去 満89歳

満93歳

寄
稿
定例役員会

（2018年12月14日〜2019年1月11日）

近畿会および各部各委員会行事予定

※変更・追加・取り消しがありますので、詳細は、近畿会事務局までお問い合わせ下さい。
12.14（金）

12.21（金）

地区会

会員業務推進部研修会

研修室15:00〜17:00

正副会長会

会長室13:30〜15:00

非営利会計委員会 NPO法人小委員会

会議室18:00〜19:30

定例役員会

会議室15:00〜17:00

組織内会計士委員会研修会

研修室18:30〜20:30

12.26（水）
社会保障委員会

12.17（月）

厚生部

協会本部会計監査人中間監査

会議室 9:30〜17:00

社会保障委員会 社会福祉法人小委員会

会議室18:30〜20:00

IT委員会

会長室18:30〜20:30

12.18（火）
IT委員会研修会

研修室18:30〜20:30

医療法人小委員会

会議室18:30〜20:00

1.10（木）
DVD研修会

研修室10:00〜16:40

1.11（金）
正副会長会

会長室16:00〜18:00

定例役員会

研修室18:00〜20:00

12.19（水）
ご案内

租税相談事例研修会

研修室13:30〜16:30

社会・公会計委員会

会議室18:00〜20:00

会長活動報告

DVD研修会内容: 1月10日（木） 10:00〜11:40 「改訂倫理規則等の概要について−違法行為への対応、ローテーション等−」
13:00〜14:40 「監査提言集の解説〜「グループ監査」、「専門家の業務の利用」及び「仕訳テスト」〜」
15:00〜16:40 「年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書等」

ＣＰＥ研修会

仰星監査法人

大阪事務所

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）
業 務 内 容

①法定監査
②株式上場支援業務
③経営・財務に関するコンサルティング

会員異動

応 募 資 格

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

応 募 方 法

履歴書（写真貼付）、職務経歴書をご郵送又はE-mailでお送りください。

お問合せ先

〒541‐0052

大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階

担当：池上

TEL：06-6265-8461

事務局だより
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E-mail：recruit-o@gyosei-grp.or.jp

特

集

報

告

厚生部

ご案内

会長活動報告

ＣＰＥ研修会

行っております。

まだ、メールアドレスの利用設定を行っていない方は、早々に設定いただけますようお願いします。

既に利用されている方についても、転送先の設定など登録状況に変更がないかどうか、改めてご確認

いただけますようお願いします。

会員異動

です。

ご不明な点がございましたら、
【日本公認会計士協会 会員登録グループ】までお問い合わせください。

地区会

はがきによる選挙運動が禁止され、電子メールを利用した選挙運動が行われることとなりました。

定例役員会

協会本部役員及び近畿会役員の選挙運動に関する規定の改正により、次期役員選挙から、従来の郵便

稿

事務局だより
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月。クリスマスも控え、業務以外にも忘

む ＝ 終わる﹂という意味で、四極︵しはつ︶が師走に変化し
月を表す言葉として﹁師走﹂以外にも﹁臘月︵ろうげ

たとする説
また、

つ︶﹂、﹁窮陰︵きゅういん︶﹂、﹁極月︵ごくげつ︶﹂、﹁春
待月︵はるまちづき︶﹂などがあります。各々の言葉に意味を
持っており、日本語の奥深さに改めて痛感しました。
これから、年末にかけて毎日が飛ぶように過ぎて行くため、や
り残しのないよう、計画的に物事を進め、すっかり片付いたきれ
いな状態で新しい年を迎えたいものです。
今月号には畑下相談役︵元近畿会会長︶・松浦圭子氏の追悼の
記事が掲載されています。これまでの業界の発展へのご貢献に感
謝いたしますとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

奥村孝司 )

会員メールアドレスの設定確認及び利用のお願い

寄

今年も気づけばもう
年会や大掃除など、師走になると何かと慌ただしい年の瀬です。
寒い日も続き、インフルエンザも流行っているようですので、健
月のことを﹁師走﹂と呼ぶようになったので

康管理には十分ご留意ください。
さて、どうして
しょうか。﹁師﹂として仰ぐ、普段であれば悠然と構えている先
生やお坊さんでさえ、特に慌てて忙しそうに走り回る時期を指す
ことは知られているところですが、師走の語源については諸説が
あるようです。ちょっとした豆知識として紹介します。
●き っ ち り と 仕 事 を す べ て 終 え る と い う 意 味 で あ る ﹁ 仕 極 つ ︵ し
月のことを別名

はつ︶﹂という言葉が形を変えて﹁しわす﹂になったとする説
●現 存 す る 中 で は 最 古 の 和 歌 集 ﹁ 万 葉 集 ﹂ で は

月に季

月を﹁四

す﹂だったものに別の漢字を当て字したものを師走とする説
極月︵しはつづき︶﹂と呼んでいますが、四極月とは

●風 物 や 行 事 を 季 節 ご と に ま と め た 日 本 歳 時 記 で は 、

12

17815

12

節が変わることを指した言葉であり、﹁四季﹂が﹁極︵きわ︶

12

畑江敏之(080-5719-2514)まで

12/29（土）〜1/4（金）・緊急な場合の連絡先：事務局長

12

で﹁十有二月︵しはす︶﹂と呼んでおり、﹁十有ニ﹂で﹁しは

12

︵会報部

E-mail：kaiin@jicpa.or.jp

TEL：03-3515-1122

12

【近畿会事務局年末年始休暇のお知らせ】

また、近畿会では、研修会や厚生行事、地区会行事等の開催案内について、電子メールでの案内を

なお、現在の登録状況の確認・設定は、日本公認会計士協会ウェブサイトの会員マイページから可能
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日本公認会計士協会近畿会 会報 近畿C.P.A.ニュース

会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。
〒102-8264 東京都千代田区九段南4−4−1 日本公認会計士協会総本部 会員登録グループ
Tel : 03−3515−1122 メールアドレス : kaiin@jicpa.or.jp
※会員マイページより届出用紙の取得及び変更手続が可能となっておりますのでご活用下さい。
「会員専用サイト」http://www.jicpa.or.jp へログイン下さい。

日本公認会計士協会（近畿会）の公表物の転載について
近畿C.P.A.ニュースに掲載した情報及び日本公認会計士協会(近畿会)の出版物の転載に当たっては、必ず協会（近畿会）へ申請
の上、あらかじめ許可を得てください。協会（近畿会）が作成する資料等については、協会（近畿会）に著作権があります。
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